
議論テーマ 力点を置く課題 提案部局 関係部局
取組
№

1 企業誘致，企業集積の加速化 点から面へ，誘致効果の拡
大

経済商工観光部 1

企業誘致，企業集積の加速化 自動車関連誘致企業と県内
企業との取引拡大

経済商工観光部 企画部，
環境生活部

1

2 観光による交流人口の拡大 交流人口拡大に向けた効果
的な誘客策の実施

経済商工観光部 5

3 雇用対策 急激な雇用情勢の悪化にと
もなう県の雇用対策

経済商工観光部 企画部 18

4 農林水産業の競争力強化 園芸生産の拡大，県産木材
の利用促進，水産加工業の
振興

農林水産部 6

5 子育て支援 待機児童の解消，周産期医
療体制の充実

保健福祉部 13

6 地域医療の充実 医師・看護師確保，救急医療 保健福祉部 19

7 介護サービスの充実 特別養護老人ホームの入所
待機者の解消

保健福祉部 21

8 学力の向上と希望する進路の実
現

学力向上 教育庁 15

9 クリーンエネルギー先進県づくり 環境と経済の両立した真に
豊かな「富県宮城」の実現

環境生活部 経済商工観光部，
農林水産部
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№ 1

議　論　テ ー マ シ　ー　ト １-①

１．４年後に目指す姿（成果）

議論テーマ 企業誘致，企業集積の加速化

　議論テーマの中で特に
　力点を置く課題

産業分野的，企業規模的，地理的な意味で，これまでの点から面へと効果をどのよう
に波及させるか？

「宮城の将来ビジョン」取組番号及びタイトル

◎自動車関連産業や高度電子機械産業などの産業集積が進んでいる。
○平成１９年に立地決定した東京エレクトロン及びセントラル自動車の新工場の操業が開始され，その関連
企業の立地が進むとともに，県内企業との取引が着実に拡大している。
○また，こうした企業の新規立地によって，県内新規学卒者等の地元採用者も年々増加している。

　☆目標値⇒ 「企業立地件数」　３０件/年（食品製造業を除く。）
　　　　　　　＊内訳→自動車関連産業１５件，高度電子機械産業１１件，その他４件
　　　　　　　＊４年間の累計立地件数→３０件×４年間＝１２０件
【参　考】
◇｢食品製造業の振興｣については『取組３』に記載されているが，食品製造業等の集積計画では，企業立地
目標件数を１０件／年としている。

○将来ビジョンの策定後に企業立地促進法が施行され，本県では自動車関連産業及び高度電子機械産業の集
積計画を策定し，平成１９年７月に国の同意を得て，国の支援措置等も活用しながら，これらの産業集積に
取り組んでいる。
○平成１９年には，東京エレクトロン及びセントラル自動車といった地域経済の拠点企業として期待される
大型企業立地が決定した。セントラル自動車は昨年末に予定通り着工し平成２２年中の操業開始が予定され
ているが，東京エレクトロンは今後の市場状況を見て着工時期を判断するとしている。
○一日も早く市場が回復し，これら企業の着工再開や生産台数の増加を期待しながら，地域経済の拠点企業
としての役割を担っていただくための環境整備を着実に進めていく必要がある。
○また，県内の産業集積をさらに加速化させるためには，これらの大型立地企業の関連企業の誘致に加え
て，新たな大型立地企業の誘致活動も戦略的に進めなければならない。
○さらに，企業のＣＳＲ活動の広がりとともに地球環境に配慮した取組が企業価値を高める傾向にあり，ま
た低炭素社会に向けた取り組みが国内外で加速化しており，今後大きな成長が期待されるクリーンエネル
ギー産業の誘致にも取り組んでいく必要がある。
○このような誘致活動を進めていくために，１０ha以上の大規模な事業用地の確保が課題となっている。

３．課題解決のポイント・論点

○こうした大型立地企業を地域経済の拠点企業として活用するため，取引拡大に向けた県内企業の技術支援
やマッチング支援を着実に進める。
○大型立地企業の関連企業の誘致は，市場の回復状況や大型立地企業の操業時期及び生産状況等を見極めな
がら，適時・的確に関連企業への誘致活動を行っていく。また，新たな大型企業の誘致は，業界動向を把握
しながら展開していく。
○クリーンエネルギー産業の誘致は，環境生活部と連携し，本県の環境配慮の各種取組を誘致インセンティ
ブとして効果的に活用しながら，積極的に誘致活動を実施していく。
○１０ha以上の大規模な事業用地の確保については，県土地開発公社の分譲地を積極的に活用するととも
に，市町村と連携してオーダーメイド型用地造成を確実に行っていく。また，立地企業のニーズに沿ったイ
ンフラ整備を迅速に進めるため東北電力との連携強化を図る。
○なお，本県の企業誘致インセンティブを高めるためには，こうした良質な事業用地の確保だけでなく，物
流インフラの整備や県内企業の技術力の向上，企業ニーズに合った人材確保・養成，快適な生活環境の整
備，企業立地奨励金をはじめとする優遇制度など，本県の魅力を高めるための各種取組を総合的に実施して
いかなければならない。

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

主担当部局名（課名） 新産業振興課

関係部局名 産業立地推進課
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議　論　テ ー マ シ　ー　ト

１．４年後に目指す姿（成果）

議論テーマ 企業誘致，企業集積の加速化

　議論テーマの中で特に
　力点を置く課題

自動車関連誘致企業と県内企業との取引拡大

「宮城の将来ビジョン」取組番号及びタイトル

・輸送用機械器具製造業の製造品出荷額を4,840億円以上，名目県内生産額を1,555億円以上とする。
・内外装関連部品を納入する企業が複数存在する。
・エンジン関連部品を納入する企業が複数存在する。
・ハイブリッド車関連部品を納入する企業が複数存在する。
・自動車関連企業に対して具体的な部品に関するＱＣＤの向上を提案できる企業が複数存在する。

（参考）
　ＱＣＤ：Ｑ（Quality）品質，Ｃ（Cost）コスト，Ｄ（Delivery)納期

２．議論テーマを取り巻く現状と課題（目指す姿と現状との乖離）

・平成18年度の輸送用機械器具製造業県内製造品出荷額は1,775億円，名目県内生産額は522億円である。
（県内生産率30％）
・平成19年10月のセントラル自動車進出表明（H22～），平成20年4月のトヨタ自動車東北エンジン工場新設
発表（H22～），平成20年5月のパナソニックEVエナジー進出表明（H21～）などのほか，平成20年7月にはト
ヨタグループが東北を国内第３の拠点にする旨を表明した。今後，宮城県内および東北全体において自動車
関連産業の集積がますます進んでいくものと見込まれる。
・平成20年9月以降の北米に端を発する金融危機によって，自動車関連産業など輸出産業は深刻な販売不振
に陥っている。北米の景気が回復するまでは，この状況はしばらく続くと考えられる。
・また円高の状況が常態化することも考えられ，今後，自動車の生産体制に与える影響を注意深く見守って
いく必要がある。一方，ハイブリッド車や電気自動車などの環境対応車については国内需要が伸びていくこ
とが期待される。
・上記のように商機が広がっているものの，集積による効果を十分に生かすための裾野拡大が遅れている。
今後，本県においては，この課題を解決するために，新規参入の促進と企業のステージに応じたレベルアッ
プ支援，マッチング支援が必要となっている。

３．課題解決のポイント・論点

【マッチング支援】
・県内企業と進出企業のマッチングに関しては，セントラル自動車，関東自動車工業の既存車種に関するＱ
ＣＤの向上が可能な企業の紹介を足掛かりにして県内企業への信頼を高めつつ，直近のモデルチェンジの際
に多くの県内企業が取引拡大できるよう，継続的な企業情報提供のもとでマッチング支援を行う。
・同時に，今後，需要拡大が期待できるハイブリッド車向けユニットへの新規参入・取引拡大を図るため，
県内企業が提案できる部品に的を絞った上で，当該関連部品の機能構造に関わる知識習得及び提案検討を行
う企業グループの形成支援並びに展示商談会を利用したＰＲ支援を行う。
【レベルアップ支援】
・既に参入を目指して営業を展開している企業や取引拡大を目指している企業については，自動車・自動車
関連部品のＱＣＤ向上に貢献できる提案力を身につけられるように生産改善支援を行う。
・併せて，試作段階から本県企業が関与し，発注の一番指名を得る環境を作るため，自動車関連企業の研
究・開発部門の誘致を促進するとともに，自動車関連の技術者育成を着実に進めるなど，受け入れ体制を整
備する。
【参入支援】
・自動車関連産業への新規参入に意欲のある県内企業に対し，セミナーやアドバイザーの訪問指導などによ
り，自動車産業の現況や商習慣，新規参入に向けての基本的心構えなどについて積極的な情報提供を行い，
県内企業の自動車産業への新規参入を促進する。

（その他県内企業の取引拡大に向けた取組）
　高度電子機械産業においては，昨年11月に設立した「みやぎ高度電子機械産業振興協議会」で，今後特に
注力すべき市場分野として，「半導体製造装置・太陽電池製造装置市場」「エネルギーデバイス市場」「医
療・健康機器市場」を選定し，取引の創出・拡大を目指した取り組みを行う。

地域社会を力強くけん引するものづくり産業（製造業）の振興

主担当部局名（課名） 経済商工観光部　新産業振興課

関係部局名 企画部，環境生活部
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○　宮城の魅力が絶え間なく国内外に発信されている。
○　外国人や高齢者、障害者、子供連れなど、だれでも訪れやすい観光地づくりが進んでいる。
○　東北各県と一体となった観光振興が進んでいる。
○　自らの住む地域に誇りを持ち、観光のもたらす効果が県民に理解され、自然環境や食文化など地域の観
　光資源の磨き上げと観光客に対する質の高い受入体制の整備が進んでいる。

２．議論テーマを取り巻く現状と課題（目指す姿と現状との乖離）

【いざなう】
○　日帰り観光客約77人の増加又は宿泊観光客約22人の増加が定住人口１人の増加に相当し、定住人口の減
　尐を観光による交流人口の増加で補うことを目指しているが、日本全体として人口減尐傾向にあることか
　ら、他地域との競争となっている。
○　観光による交流人口の増加については、人口が減尐傾向にある国内だけでなく、７人の増加が定住人口
　１人の増加に相当する外国人観光客の増加を図ることも効果的であるが、海外からの集客に不可欠な本県
　への定期航空便の就航等が伸び悩んでいる。
○　特に経済効果の大きい宿泊観光客の増加を図るためには、観光客の県内での周遊・滞在を促進すること
　が効果的であり、国においても、平成22年度までに１人当たり宿泊数を４泊にすることを目標としている
　が、本県での宿泊数については、平均1.4泊にとどまっている。
【もてなす】
○　県民の観光に対する意識や「もてなしの心」は向上してきているものの、まだまだ不充分である。
○　各地で観光資源の発掘が行なわれているが、いっそうの磨き上げと、観光資源間のネットワーク化が不
　足している。
【ととのえる】
○　地域が一体となって観光振興に取り組む機運が芽生えてきたが、充分とは言えず、また、自らの地域を
　主体的に売り出す力も不足している。

３．課題解決のポイント・論点

【いざなう】
○　インターネット、テレビ、ポスター、パンフレット等、様々な広報媒体やイベントを活用した情報発信
　による誘客宣伝を図る。
○　効果的な誘客手段の一つとして、近い将来、再度ＤＣを実施する。
【もてなす】
○　他地域との差別化を図るため、本県の豊かな自然や食材、歴史、文化等を活かした、本県ならではの観
　光資源（特に、地元の人々と交流でき、観光客の滞在につながる体験型の観光資源）の発掘・磨き上げを
　図る。
○　県内での周遊・滞在がしやすくなるよう、複数の観光資源を結びつけた、複数泊で回る観光ルート（特
　に、県内複数地域を周遊し地元の産業・暮らしぶりを体験を含めて知ることができる産業観光のルート）
　を整備する。
○　他地域（特に東北各県）との連携により、広域的観光ルートを整備し、観光客の広域周遊・滞在を促進
　し、共存共栄を図る。
○　外国人観光客については、特に本県への来訪が多い、台湾、中国、韓国等東アジアからの観光客を中心
　に、外国人の特性や各国の嗜好等も踏まえた観光ルートの整備や受入態勢の整備に努める。
【ととのえる】
○　地域が主体的に観光振興に取り組む組織・体制づくりを強化するとともに、主体的に自らの地域の魅力
　を売り出していける人材づくりを推進する。

地域が潤う，訪れてよしの観光王国みやぎの実現

主担当部局名（課名） 経済商工観光部（観光課）

関係部局名

１．４年後に目指す姿（成果）

議　論　テ ー マ シ　ー　ト

議論テーマ 観光による交流人口の拡大

　議論テーマの中で特に
　力点を置く課題

交流人口拡大に向けた効果的な誘客策の実施

「宮城の将来ビジョン」取組番号及びタイトル
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↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

議論テーマ 雇用対策

　議論テーマの中で特に
　力点を置く課題

急激な雇用情勢の悪化にともなう県の雇用対策について

「宮城の将来ビジョン」取組番号及びタイトル

議　論　テ ー マ  シ　ー　ト 3

多様な就業機会や就業環境の創出

主担当部局名（課名） 経済商工観光部雇用対策課

関係部局名 企画部企画総務課

１．４年後に目指す姿（成果）

○ 経済情勢や多様化する就業形態に対応し、若年者や働く意欲のある女性及び高齢者等が職業能力開発機会
 　や就業機会が提供されることによって、安定的に雇用されている。

２．議論テーマを取り巻く現状と課題（目指す姿と現状との乖離）

○ 本県の雇用情勢
 　　国内の景気判断において、上方修正がなされているものの、景気は引き続き後退局面で推移しており、
　　 現時点で、県内の完全失業率（１～３月平均）及び有効求人倍率ともに悪化しており、極めて厳しい
　　 雇用情勢となっている。今後の見通しについても、好転要素が見当たらず、厳しい状況が続くものと
　　 考えられる。
○ 当面の緊急的な雇用対策と将来を見据えた雇用対策
   ・ 現下の厳しい雇用情勢を踏まえ、緊急経済雇用対策本部を設置し、緊急的な雇用対策として、①一時
　　  的な雇用創出、②緊急職業能力開発、③生活・再就職支援体制の整備（みやぎ求職者総合支援センタ
　　　ー、ものづくりワークプラザ設置）等を実施。
 　・ 将来を見据えた雇用対策としては、恒常的な求人・求職のミスマッチを解消するため、若年者、働く
　　　意欲のある女性や高齢者等を、今後、人材の不足が見込まれる分野（ものづくり、介護・医療・福祉
　　　等）へ円滑に労働移動を促進することが課題となっている。

３．課題解決のポイント・論点

○ 第２期行動計画上の位置付けとしては、将来を見据えた雇用対策として安定的な雇用環境の整備を促進
 　するための施策について、特に、ものづくり、介護・医療・福祉分野への労働移動を促進する施策を推
   進することとし、関連する取組を所管する関係部局と連携し、施策を展開していきたい。

当面の緊急的な雇用対策 将来を見据えた雇用対策

雇用維持対策
【中小企業対策】
　制度融資、取引拡大等
（雇用調整助成金の積極活用（国））

【中小企業対策】
　制度融資、取引拡大等

再就職支援・能力開発
【職業能力開発・人材育成】
・緊急雇用対策訓練
・再就職促進奨励金

【取組10】
　産業活動の基礎となる人材の育成
　⇒質の高い産業人材の育成

雇用創出対策

【雇用機会の創出】
・基金事業を活用した（短期・継続
　的)雇用・就業機会創出
・上記基金の積み増し

【取組18】
　多様な就業機会や就業環境の創出
　⇒若年者､女性及び高齢者等の雇用促進
【取組1】
　地域経済を力強く牽引するものづく
　り産業（製造業）の振興
　⇒企業誘致、企業集積の加速化

↓ ↓

雇用吸収力のあるモノづくり産業等
へ労働移動できる道筋をつける

若年者、女性及び高齢者等を意識したも
のづくり、介護・医療・福祉分野への労
働移動の促進

↓ ↓

緊急雇用経済対策として位置付け、
雇用情勢に応じて弾力的に対応

具体的な施策については、関係部局と連
携して施策展開
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１．４年後に目指す姿（成果）

【農業分野】
・農業生産法人やアグリビジネス経営体，さらには集落営農組織などによる園芸生産が増加し，米偏重の生産構造からの脱
却が図られている。野菜等の園芸作物の産出額は345億円(H19)から380億円(H25)へと10％増加している。
【林業分野】
・県内木材（素材）需要に占める県産材シェアが，39％(H19)から48％(H25)へと９ポイント増加している。
【水産業分野】
・水産加工品の出荷額が2,817億円(H19)から3,146億円(H25)へと12％増加している。

２．議論テーマを取り巻く現状と課題（目指す姿と現状との乖離）

【農業分野】
・平成19年の農業生産額は，米：43％(794億円)，畜産：36％(651億円)，園芸：19％(345億円)となっている。
・園芸については，法人等の大規模施設による生産が増加しており，今後の園芸振興には，農業生産法人やアグリビジネス
経営体による大規模園芸生産とともに，集落営農組織による園芸生産を進める必要がある。
・需要が増加している業務用・加工用野菜については，生産拡大が課題となっている。

【林業分野】
・県内木材（素材）需要量は横ばい傾向であり，合板用需要量が大半を占めている
・木材製品のうち本県が推進している高品質製材品「優良みやぎ材」の出荷量は増加しているものの，未だ総製材品出荷量
の約１割にとどまっている。
・県産材等の活用の意義やメリット等について，一般消費者の理解が不十分である。
・このため，県産針葉樹合板の利用拡大や付加価値の高い「優良みやぎ材」等の認知度向上・需要拡大が課題である。

【水産業分野】
・水産加工品出荷額は，平成４年をピークに約100億円／年のペースで減尐を続けている。
・主な原因は，水産加工品生産量の約半数を占める冷凍水産物が，マイワシの大幅な水揚げ減尐により大きく減尐したこと
による。
・一方，世界的に水産物需要が高まり購入競争が激化する中，練り製品の原料となる冷凍すり身など輸入原料が高騰してお
り，原料不足を生じている。
・このため，未利用資源（サバ・サンマ）や前浜物の利活用，さらには加工品の高付加価値化が課題となっている。

３．課題解決のポイント・論点

本県の農林水産業の「競争力」を高めるため，特に次のような取組に力点を置く。

【農業分野】
・法人化した集落営農組織を含む農業生産法人及びアグリビジネス経営体の育成を図るため，（財）みやぎ産業振興機構に
よる発展段階に応じた支援プログラムの充実強化を図る。（経営者養成講座，首都圏における商談会，ビジネスマネー
ジャーの配備　等）
・農地法改正の動向を踏まえながら，農業及び地域経済を再生する新たな担い手として重要性の高まっている企業等異業種
からの農業参入を支援する。
・園芸作物の導入意向のある集落営農組織に対しては，品目選定や栽培技術の支援などについて，普及センターを中心とし
て支援を強化する。
・業務用・加工用野菜については，機械の導入による規模拡大の推進や，契約栽培の推進による安定した販売体制の構築を
図る。

【林業分野】
・県内木材（素材）需要量の大半を占める県産針葉樹合板の需要拡大のため，県産合板を使用した住宅新築に対しての支援
などを行う。
・「みやぎ材利用拡大行動計画」に基づき，県有公共施設の木造化・木質化を推進する。また「優良みやぎ材」の需要に迅
速に対応するため「みやぎ材利用センター」を中心とする需給調整機能強化や，普及職員を中心としたプロジェクトチーム
の設置などにより市町村施設の木造化・木質化への支援を行う。
・消費者の需要拡大を図るため，「みやぎの木づかい運動」による普及ＰＲを展開し，県産材利用に対する理解を醸成す
る。

【水産業分野】
・水産加工品の原料となる水産物の水揚げ強化を図るため，荷捌き施設の整備や魚体選別機などの導入，漁船誘致の取組に
対する支援を行う。
・水産加工業に対しては，新たに策定する「水産加工業振興プラン」により，水産加工業が抱える課題毎に対応する施策を
整理し，効果的・効率的な支援を展開する。
・サバやサンマなどのすり身原料としての活用や前浜物の小型魚などの活用等により，加工原料の確保を図る。
・水産加工品の付加価値向上を図るため，最新加工機器を活用した商品開発支援等を行う。

競争力ある農林水産業への転換 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）

主担当部局名（課名） 農林水産部

関係部局名 －

議　論　テ ー マ シ　ー　ト

議論テーマ 農林水産業の競争力強化

　議論テーマの中で特に
　力点を置く課題

野菜等の園芸生産の拡大，県産木材の利用促進，水産加工業の振興

「宮城の将来ビジョン」取組番号及びタイトル



５

№ 13

○働きながら子育てをしたいと願う県民が，その両立の難しさから，仕事を辞める，あるいは出産を断念す
るといったことのないよう，多様な保育サービスを充実するなど，希望するすべての人が安心して子どもを
預けて働くことができる社会を目指す。
・保育所入所待機児童数　　ゼロ
・合計特殊出生率　１．３３
◇周産期・小児医療資源の集約化・重点化及び助産師外来の開設等により，効率的で安心・安全な周産期・
小児医療体制が構築される。

２．議論テーマを取り巻く現状と課題（目指す姿と現状との乖離）

○平成２１年４月１日現在における県内(仙台市を除く)の保育所入所児童は，15,519人，待機児童数は511
人となっている。また，認可外保育施設の利用児童が約2,800人いること，待機児童の多さに保育所入所を
諦めている等のケースを加えると更に多くの潜在的待機児童がいる。
○児童福祉法において，保育は市町村の実施と規定され，公立保育所の設置・運営に係る経費についても，
市町村に一般財源措置されている。しかし，市町村の厳しい財政状況から保育所の新設は困難な状況であ
る。なお，私立保育所運営費には，国1/2，県1/4,市町村1/4の支弁がなされている。
○近年，女性の就業率の上昇に市町村の保育所整備が追いつかない状況が顕著になっている。
○改正児童福祉法により，一時預かり事業，地域子育て支援拠点事業が法制化され，第二種社会福祉事業と
なり，市町村に実施努力義務が課された。一時保育については，在宅で子育てする家庭においてニーズの高
い保育サービスであるが，未実施が１８市町村ある。
○保育ニーズの増加は，放課後児童クラブのニーズ拡大につながるため，両者の連動した量的拡充が必要で
ある。放課後児童クラブに対する運営費補助は，県の財政状況から国庫補助基準を下回る額となっており，
市町村の負担割合が大きくなっている。
○尐子化，核家族の拡大，地域の人間関係の希薄化が進み，家庭・地域の子育て力の低下が見られ，社会全
体で子育てを支援するという意識が低い。
◇分娩を行う医療機関や産科医，小児科医（新生児科医）が不足している。また，リスクを抱えながら生ま
れる新生児の増加によりＮＩＣＵが満床状態となっている。さらに，周産期・小児の救急医療体制が不十分
であるほか，東北唯一の小児専門病院である県立こども病院については，医師・看護師の不足等により，機
能を十分に発揮できない状況にある。

３．課題解決のポイント・論点

○保育所入所待機児童解消推進事業：喫緊の課題である保育所待機児童を早急に解消するため，安心こども
基金等の活用により市町村の保育所整備を進めるとともに，家庭的保育事業，事業所内保育施設設置支援事
業等を実施するもの。
○一時・特定保育事業：多様な保育サービスの一環として，緊急時の一時保育，パートタイム勤務者等への
断続的保育を実施するもので，未実施市町村の取組支援を進める。
○地域子育て支援センター事業：子育て中の親の孤立感や不安感の解消のため，親子で気軽に集い育児相談
等を受けられる場所を提供する事業に対し，補助するもの。
○児童クラブ活動促進事業：地域社会の中で，放課後に子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを，放課
後子ども教室との連携も踏まえ推進するとともに，補助水準の引き上げを図る。
○子育て家庭応援推進事業：協賛登録をした店舗等において，子育て家庭の者が割引等のサービス提供を受
けるもので，市町村，企業との連携により，地域全体で子育てを支援する機運を醸成する。
◇産科セミオープンシステムの体制整備，ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）の整備促進，母体搬送コーディ
ネーターの配置のほか，助産師の資質の向上と助産師機能の普及啓発を推進する。また，小児救急医療支援
事業（仙台市内の病院群輪番制）やこども夜間安心コール等の推進による救急医療・相談体制の充実やこど
も病院の機能の強化を図る。

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

主担当部局名（課名） 保健福祉部(子ども家庭課・子育て支援室・医療整備課)

関係部局名

１．４年後に目指す姿（成果）

議　論　テ ー マ シ　ー　ト

議論テーマ 子育て支援

　議論テーマの中で特に
　力点を置く課題

待機児童の解消，周産期医療体制の充実

「宮城の将来ビジョン」取組番号及びタイトル
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○県内自治体病院等の医師数が着実に増加し，仙台市以外の地域や特定の診療科で深刻化している医師不足
が是正される。とりわけ各医療圏の中核的な病院の医師が増加し，急性期の医療機能や周辺の病院への医師
派遣機能が強化される。
○初期・二次・三次の各救急医療体制の整備が図られ，必要とされる救急医療が適切に提供される。
○県内の自治体病院等中核となる病院において必要な看護職員の確保がなされ，慢性的な看護職不足や地域
の偏在が軽減されるとともに，各圏域に認定看護師等専門的知識・技術を有する看護職員が配置される。

２．議論テーマを取り巻く現状と課題（目指す姿と現状との乖離）

○本県では現状においてもなお医師の絶対数の不足や地域や診療科による偏在の状況が続いており，市町村
等立自治体病院（仙台市立病院を除く）からの求人医師数が過去３年間９０～１００人で推移するなど，仙
台市以外の地域では医師確保が非常に厳しくなっている。
○救急医療を担う医師及び医療機関が不足しているとともに，初期・二次・三次のいずれも医療機関におけ
る救急搬送患者の受入率が全国平均を下回っており，救急搬送時間が依然として全国下位（Ｈ１９ ４０
位）に位置している。
○第6次看護需給見通し（平成１８年～２２年）策定後に診療報酬改定があり，「７：１入院基本料」導入
に伴う看護師需要増など状況の変化が起こっている。平成２０年の需要数２４，２５２人に対して，平成２
０年末の従事者数は２３，３６１人と約９００人の看護職員が不足している状況であり，なお不足状況は拡
大しているものと思われる。

３．課題解決のポイント・論点

○昨年６月の閣議決定「経済財政改革の基本方針（骨太の方針）２００８」に基づく医学部定員増の効果が
現れるには長期間を要するため，県による即効性のある医師確保の取組であるドクターバンク事業や医学生
修学資金等貸付事業などさらなる医師確保対策を推進する。
○救急科専門医等の救急医療を担う医師の養成のほか，多くの地域で未整備となっている平日夜間の初期救
急体制の充実，二次救急の拠点となる病院（管制塔機能を担う医療機関）の整備，既存の救命救急センター
の機能強化と新たなセンターの整備促進，救急用の空きベッドの確保を図る。
○看護師等確保対策の充実（看護職員の養成，県内施設への就職誘導，看護職員の離職防止，復職支援）に
向けて，現在実施している事業の継続及び院内保育所運営費補助等の拡充や新人看護職員，潜在看護職員を
対象とした研修充実，多様な勤務形態の導入，認定看護師養成及び専門看護師養成の推進を図る。

安心できる地域医療の充実

主担当部局名（課名） 保健福祉部（医療整備課）

関係部局名

１．４年後に目指す姿（成果）

議　論　テ ー マ シ　ー　ト

議論テーマ 地域医療の充実

　議論テーマの中で特に
　力点を置く課題

医師・看護師確保，救急医療

「宮城の将来ビジョン」取組番号及びタイトル
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「優先的入所待機者の解消」
　　○優先的入所が必要な方（在宅の要介護度３～５。2,172人）の待機解消を図る。
　　　　[特養]　1,211床　第４期元気プランの計画の実現
　　　　　　　　1,000床　H24･H25目標値（第1期～第3期年平均整備実績の約2.3倍×２年）
　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　2,211床

２．議論テーマを取り巻く現状と課題（目指す姿と現状との乖離）

○現状
　・特別養護老人ホーム入所希望者数は10,829人である。（H20.4.1現在）
　・一人暮らし高齢者（約７万人）や高齢者のみの二人暮らし世帯（約７万世帯）が増加しており、老老介
　　護の問題などから、施設ニーズが高まることが想定される。
　・市町村が策定した施設・居住系サービスの見込量との整合性を図りながら、事業主体である社会福祉法
　　人等に対して設備や運営等に関して指導しながら,施設整備費に係る補助を行っている。
　

○課題
　・建設資金や用地取得資金の確保難、介護報酬の先行き不透明感などにより、参入意欲が減退している。
　・介護人材の確保が困難である。（特養2,000床整備で介護職員1,280人が必要に）
　・施設系サービスの利用者の増加は市町村の介護保険料を押し上げる要因となる。
　・個室・ユニット整備を基本とした整備方針を基本としているが、事業者団体等からは多床室整備を望む
　　声が寄せられている。

３．課題解決のポイント・論点

○施設整備をどのような手法で促進するのかがポイントである。
　（施策案）
　　【予算措置を伴うもの】
　　　　①建設補助単価の引上げ
　　　　②増床整備の支援（補助金加算等）
　　　　③借入金の償還に係る利子補給
　　　　④人材養成研修への一時金支給
　
　　【予算措置を伴わないもの】
　　　　①土地取得の支援（公有地あっせん〈無償貸付含む〉、立地環境の条件緩和等）
　　　　②増床整備の支援（諸手続きの緩和等）
　　　　③多床室整備の推進（整備枠の緩和等）
　

高齢者が元気に安心して暮らせる環境づくり

主担当部局名（課名） 保健福祉部　（長寿社会政策課・介護保険室）

関係部局名

１．４年後に目指す姿（成果）

議　論　テ ー マ シ　ー　ト

議論テーマ 介護サービスの充実

　議論テーマの中で特に
　力点を置く課題

特別養護老人ホームの入所待機者の解消

「宮城の将来ビジョン」取組番号及びタイトル
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№ 15

○児童生徒が自主的な学習習慣を身に付け，意欲的に学習に取り組んでおり，また，授業が分かる児童生徒
の割合が増え，全国平均を上回る確かな学力が定着している。
○生徒が目的意識を持って日々の学校生活，家庭生活を送り，進学や就職のために必要な能力や勤労観，職
業観を身に付けている。
○高校生の大学等への現役進学達成率や就職決定率が全国平均を上回っている。
○産業構造や社会状況の変化に対応した教育を通して，地域社会を支える人材が輩出されている。

２．議論テーマを取り巻く現状と課題（目指す姿と現状との乖離）

○現状
　・H20全国学力・学習状況調査では，小学校6年生は国語・算数とも全国平均を下回り，中学校3年生は数
学が全国平均を下回った。

　・平日に家庭等で30分以上学習している児童（小6）の割合は83.5％（全国平均より＋1.1ポイント）
　・平日に家庭等で1時間以上学習している生徒（中3）の割合は63.1％（全国平均より▲2.3ポイント）
　・平日に家庭等で2時間以上学習している生徒（高1）の割合は13.6％
　・「授業が分かる」と答える児童生徒の割合は，小6で78.4％（全国平均より＋0.2ポイント），中3で
67.1％（全国平均より+0.9ポイント）
　・「授業が分かる」と答える高1生徒の割合は41.5％
　・大学・短大への現役進学達成率は86.8%（全国平均より▲1.1ポイント）
　・高等学校卒業者の就職内定率は95.1％（全国平均より＋0.4ポイント）
　・新規高卒者の1年以内の離職率は23.6％（全国平均より＋2.1ポイント）
○課題
　・確かな学力育成のために必要な学習習慣が定着しない児童生徒が多い。
　・児童生徒が実社会に触れながら，「学ぶ意義」や自らの進路について考える機会が十分でない。
○国の政策の動向
　・学習指導要領の改訂(小学校はH21先行・H23全面実施，中学校はH21先行・H24全面実施，高校はH22先
行・H25から年次進行で実施)
　・小中学校では，授業時間数を増加（国語，算数（数学），理科，社会，外国語）
　・キャリア教育等を通じ，学習意欲の向上，学習習慣の確立を図る

３．課題解決のポイント・論点

　学力向上のため，以下の３点を一体的・重点的に推進することとする。
○基本的生活習慣の定着
　・基本的生活習慣の確立が，知・徳・体のすべてにおいて健全育成の基礎であることについて，科学的な
見地に基づいた啓発・周知を広く行う。
　・基本的生活習慣の定着に向け，学校だけでなく，大学・民間団体・企業等とも連携しながら，社会総が
かりの運動として展開する。
○教員の指導力の向上
　・指導主事訪問や各種研修会等の実施により，教員の教科指導力の向上を確実に推進する。
　・特に各学校における学力向上のための校内研修については，指導主事の派遣等により充実・強化する。
○発達段階に応じたキャリア教育の充実
　・発達段階に応じ体系的に小・中・高でキャリア教育を実施し，一人一人が明確な目的意識を持って生き
るよう促すことにより，学習意欲の向上や進学・就職への円滑な移行を図る。

着実な学力向上と希望する進路の実現

主担当部局名（課名） 教育庁（教育企画室）

関係部局名

１．４年後に目指す姿（成果）

議　論　テ ー マ シ　ー　ト

議論テーマ 学力の向上と希望する進路の実現

　議論テーマの中で特に
　力点を置く課題

学力向上

「宮城の将来ビジョン」取組番号及びタイトル

「知識」に関する問題 「活用」に関する問題
全国平均 宮城県 比較 全国平均 宮城県 比較

小学校 国語 65.4 64.2 -1.2 50.5 49.2 -1.3
算数 72.2 71.3 -0.9 51.6 50.4 -1.2

中学校 国語 73.6 73.8 0.2 60.8 61.8 1
数学 63.1 61.4 -1.7 49.2 49.1 -0.1
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№
27
(  1

●県、県民、県内企業が一丸となって、太陽光発電等クリーンエネルギーの利活用を積極的に行うことによ
り、全国における地球温暖化対策の取組みをリードする。

●先導的なプロジェクトに果敢に取組み、クリーンエネルギーの利活用促進等に資する実証や成果を創出
し、来るべきクリーンエネルギー社会の実現に貢献する。

●時代の要請の中で、その役割や将来性が大きく期待されている「クリーンエネルギー関連産業」の集積及
び振興を図ることによって、本県の産業基盤をより一層強固なものにする。

●クリーンエネルギー社会が明るく輝かしい未来であるために、本県から、次代を担う人材の輩出や挑戦
が、次々に起こり広がっていくような仕組みが構築されている。

２．議論テーマを取り巻く現状と課題（目指す姿と現状との乖離）

◇地球温暖化対策は、全世界で、これまで以上に真剣にかつ積極的に取り組まなければならない喫緊の課題
に。

◇米国では“グリーン・ニューディール政策”が提唱され、我が国においても、クリーンエネルギーの利活
用の促進、環境関連産業や技術開発を振興・支援する政策が次々に実施へ。

◇本県では、いち早く「環境立県みやぎ」を宣言し、昨年からは「ダメだっちゃ温暖化」宮城県民会議を立
ち上げるなど、官民を挙げて実践活動や県民運動を展開してきているが、現状を踏まえるとさらに積極的な
地球温暖化対策が必要。
≪関連データ≫
・県内の二酸化炭素排出量は年々増加傾向。
（16,426千トン（1990）→22,340千トン（2005））
・特に、民生家庭部門、民生業務部門、運輸部門で二酸化炭素排出量の顕著な増加。

◇一方、近年、本県では、自動車関連産業や高度電子機械産業等のものづくり産業（製造業）の大型立地が
進み、これを契機として新たな産業集積に向けた条件整備が加速。

３．課題解決のポイント・論点

真に豊かな「富県宮城」の実現のためにも、経済・社会の持続的発展と環境保全の両立が必須課題であり、
本県としても直ちに行動を起こす好機である。
課題の解決にあたっては、地球環境保全のほか、地域経済振興の視点から、下記の施策が考えられる。

▼クリーンエネルギー利用拡大のため、県自らの導入促進や、県民や企業の率先導入行動の支援。
▼クリーンエネルギー社会の先進的地域となるため、先導的なモデル事業や新制度導入への挑戦。
▼クリーンエネルギー関連産業集積のための、関連産業の誘致や県内企業の技術開発や取引拡大への支援。
▼クリーンエネルギー社会の将来を支える人材育成のための教育普及活動。

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
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）

主担当部局名（課名） 環境生活部（環境政策課）

関係部局名 経済商工観光部、農林水産部

１．４年後に目指す姿（成果）

議　論　テ ー マ シ　ー　ト

議論テーマ クリーンエネルギー先進県づくり

　議論テーマの中で特に
　力点を置く課題

環境と経済の両立した真に豊かな「富県宮城」の実現

「宮城の将来ビジョン」取組番号及びタイトル


