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別冊 個別施策集                                 

 

本文第３章に挙げた主な個別施策（計47）を含む，各部局による個別施策（計113）の概要を掲

載しています。 

 
施策№ 

本文 

掲載頁 

事業名 

（県ホームページＵＲＬ） 
概要・目的 

担当所属・ 

事業開始 

関連情報 

システム 

 初  

総1 

19頁 

テレワークの導入 

 

テレワーク（モバイルワーク，在宅勤務，サテ

ライトオフィス勤務）を導入し，職員が場所や時

間に制約されず，効率的に業務を遂行すること

で，業務の生産性向上やワーク・ライフ・バラン

スの充実を図ります。 

総務部 

行政経営推進課 

H30 

 

 初  

総2 

19頁 

ペーパーレス会議 

システムの導入 

 ペーパーレス会議システムを導入し，ペーパー

レス化による効率的な会議運営を推進するとと

もに，コピーや保管，廃棄に関するコストの削減

を図ります。 

総務部 

行政経営推進課 

R2 

 

 初  

総3 

20頁 

新総合文書システムの 

構築・運用 

 新しい総合文書システムを構築・運用し，電子

決裁を推進するとともに，行政文書を適正管理す

る環境整備を行います。 

総務部 

県政情報・文書

課 

R2 

（構築中） 

総4 
迅速かつ正確な情報提供

と積極的な情報発信 

 コンテンツマネジメントシステム
＊41

によりホ

ームページを運営することで，ＪＩＳ規格で定め

られたアクセシビリティ
＊42

を確保するととも

に，ユーザビリティ（使いやすさ）の向上を図り

ながら，県政情報を発信します。 

総務部 

広報課 

H28 

宮城県コ

ンテンツ

マネジメ

ントシス

テム 

総5 インターネット公売 

 インターネットオークションサイトを利用し

て，公売執行機関である県税事務所が差押えた財

産（不動産，自動車，動産）の公売をインターネ

ット上で実施しています。インターネット上に公

告されることにより，公売が全国に周知され，落

札率及び落札価格の上昇を見込んでいます。 

総務部 

税務課 

H17 

 

総6 
地方税ポータルシステム

(eLTAX)の運用 

 地方税における各種手続をインターネットを

利用して電子的に行うことを目的として，全国の

地方自治体が共同で運営する「地方税共同機構」

により構築した「地方税ポータルシステム

（eLTAX）」を平成17年度から運用しています。 

 令和元年10月にインターネットで全国の地方

自治体に一括で納税手続可能な「共通電子納税シ

ステム」を導入し，令和３年度以降は対象税目の

拡大を計画する等，納税者の利便性向上への取り

組みを推進しています。 

総務部 

税務課 

H17 

 

総7 
ペイジー（Pay-easy）に

よる県税の納付 

 平成20年度から，金融機関と国・自治体等を結

ぶ「マルチペイメントネットワーク
＊43
（ＭＰＮ）」

を運用して，パソコン・スマートフォン・ＡＴＭ

等から県税の納付を可能とする「ペイジー
＊44

（Pay-easy）」を導入し，納税者の利便性の向上

を図っています。 

総務部 

税務課 

H20 

 

総8 

自動車保有関係手続のワ

ンストップサービス 

（ＯＳＳ）・納付確認シス

テム（ＪＮＫＳ）の整備 

 平成27年４月から「自動車税納付確認システム

（ＪＮＫＳ）」に対応し，車検時の納税証明書の

提示を省略可能としています。平成30年２月か

ら，国土交通省主体で開発された「自動車保有関

係手続きのワンストップサービス（ＯＳＳ）」シ

ステムに対応し，国土交通省・国税局・県税・県

警・自動車販売店・整備協会等の関係者が協力し

利用推進を図っている。今後，国土交通省が軽自

動車ワンストップサービスの令和４年度末全国

導入を推進していく予定です。 

総務部 

税務課 

H30 

 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zeimu/koubaijohou.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zeimu/internetsinkoku-houjin.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zeimu/internetsinkoku-houjin.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zeimu/index-payeasy.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zeimu/index-payeasy.html
https://www.oss.mlit.go.jp/portal/
https://www.oss.mlit.go.jp/portal/
https://www.oss.mlit.go.jp/portal/
https://www.oss.mlit.go.jp/portal/
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総9 
住民基本台帳ネットワー

クシステムの運用 

住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共

団体の行政の合理化に資するため，居住関係を公

証する住民基本台帳をネットワーク化し，本人確

認情報（氏名・住所・性別・生年月日の４情報，

個人番号，住民票コード及び付随情報）により，

全国共通の本人確認ができるシステムとして構

築，運用されています。 

総務部 

市町村課 

H14 

住民基本

台帳ネッ

トワーク

システム 

復危1 
震度情報ネットワーク 

システムの運用 

 県内各市町村（旧市町村単位）に震度計を設置

し,即時に県内各地の震度情報を県に収集するシ

ステムを平成９年から運用し令和元年度にシス

テム更新を行いました。確実な震度情報を防災機

関へ迅速に伝達し,地震発生時の迅速な初動体制

の確立，被害想定，応急対応活動に寄与するよう

に取り組みます。 

復興・危機管理

部 

防災推進課 

H9 

震度情報

ネットワ

ークシス

テム 

復危2 
緊急地震速報システムの

運用 

 気象庁から受信した緊急地震速報を県庁から

ネットワークを介して県有施設に再配信し，各施

設での放送により施設利用の県民に警報を周知

します。震災時には，県の設置機関で，大きな揺

れまでの間の猶予時間を取り，大きな揺れに備え

ることができます。 

復興・危機管理

部 

防災推進課 

H22 

緊急地震

速報シス

テム 

復危3 

宮城県総合防災情報 

システム（ＭＩＤＯＲＩ） 

の運用 

 災害時における確実な防災情報の伝達，被害状

況の収集など，災害発生直後の初動体制を確立す

るため，ＭＩＤＯＲＩのネットワーク・機器の適

切な運用・保守を行っています。防災･減災や地

域住民の安全を確保するため，各自治体から防災

情報等をテレビ・ラジオ等のメディアへ配信する

「防災情報共有システム」とも連携し，迅速な防

災体制の確立に万全を期します。令和２年度にシ

ステムの再構築を実施し更なるシステムの強化

を図りました。 

復興・危機管理

部 

防災推進課 

- 

宮城県総

合防災情

報システ

ム 

企1 

14頁 

オープンデータみやぎ推

進事業 

平成27年２月に国が「地方公共団体オープンデ

ータ推進ガイドライン」を策定したことを受け，

平成28年５月から県が所有するデータを県ホー

ムページにオープンデータみやぎとして公開し

ています。令和３年３月現在134データセットを

公開しており，更なる充実を図っていきます。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H28 

 

 初  

企2 

20頁 

議事録作成支援システム

の運用 

 ＡＩ（Artificial Intelligence）を活用した

議事録作成支援システムを導入し，会議記録の音

声データを自動でテキスト化することで，職員の

作業負担の軽減と業務効率化を図ります。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H30 

 

 拡  

企3 

24頁 

27頁 

デジタルみやぎ推進アド

バイザーの設置 

 民間の専門的知識を持ったデジタルみやぎ推

進アドバイザーを庁内に設置し，業務担当所属か

らの技術的な相談や情報システム調達ガイドラ

インの各プロセス時におけるアドバイス，業務の

システム化要望に対する助言を行い，県が所管す

る情報システム全体の最適化を推進します。併せ

て，庁内のＤＸ推進に係るアドバイスやデジタル

化施策への提案など，職員のＩＣＴ等の活用に係

る意識の向上を図ります。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H19 

 

企4 

24頁 

情報システム調達の統括

管理 

 情報システムの開発等に際し，「情報システム

調達ガイドライン」に基づく，事業構想プロセス

における審査・評価，予算要求プロセス及び予算

執行プロセスにおける業務担当所属との協議及

び調達したシステムの効果確認等によるアフタ

ーフォローにより，業務のシステム化の促進・コ

ストの抑制・セキュリティの確保を図り，県が所

管する情報システム全体の最適化を推進します。 

企画部 

デジタルみ

やぎ推進課 

H21 

 

企5 

24頁 

27頁 

情報システム調達・運用

研修の実施 

 情報システムの調達・運用管理に必要な知識や

スキルを習得させるため，担当職員に対して研修

を実施します。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H16 

 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/
https://www.pref.miyagi.jp/site/opendata-miyagi/
https://www.pref.miyagi.jp/site/opendata-miyagi/
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 初  

企6 

24頁 

27頁 

デジタル社会における政

策形成研修 

 急速なデジタル化に対応するため，ＩＣＴ等を

活用した政策形成に関する研修を実施し，職員の

ＩＣＴ利活用に係るスキル向上を図ります。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

R2 

 

企7 

25頁 

情報セキュリティ監査の

実施 

 情報漏えいや不正アクセスなど情報セキュリ

ティインシデントが多発し，その原因も多様化・

複雑化しています。県が保有する情報資産等をさ

まざまな脅威から適時・適切に保護するため，情

報セキュリティポリシーに基づく情報セキュリ

ティ対策を全職員が統一して実施し，県民にとっ

て安全・安心な電子自治体の環境づくりを進める

ため，職員や専門業者による情報セキュリティに

関する監査を実施します。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H18 

 

企8 

26頁 

27頁 

情報セキュリティ研修の

実施 

 各所属において情報セキュリティインシデン

トを起こさないために，情報セキュリティ対策の

重要性や具体的な対策方法等を身に付け，情報セ

キュリティ対策を見直す機会として新任管理者，

新任担当者，新規採用職員，一般職員を対象とし

た研修を実施します。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H21 

 

企9 

26頁 

情報セキュリティセルフ

チェックの実施 

 情報セキュリティポリシーの理解及び遵守状

況について，職員一人一人が点検を実施すること

により，情報セキュリティ意識の向上を図るとと

もに，各所属における情報セキュリティ対策の実

施を促し，情報セキュリティインシデントの未然

防止を図ります。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H23 

 

企10 

26頁 

情報セキュリティ広報の

実施 

 情報セキュリティインシデントが発生した際

の注意喚起や他団体の事例，具体的なセキュリテ

ィ対策を紹介する情報セキュリティ啓発用の広

報誌を発行するとともに，各情報システム担当者

に対して，ソフトウェア等の脆弱性情報を提供す

ることにより，職員の意識の向上を図り，情報シ

ステム等に起因する情報セキュリティインシデ

ントの未然防止を図ります。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H26 

 

 初  

企・

警11 

26頁 

宮城県サイバーセキュリ

ティ協議会の運営 

 サイバー空間の脅威の深刻化が予想されると

ころ，あらゆる年代や分野におけるサイバーセキ

ュリティ対策が急務となっています。サイバーセ

キュリティ戦略の推進を担う宮城県及び宮城県

警察が連携し，県内の産学官が参加する大規模ネ

ットワークを設立することにより，最新のサイバ

ー空間の脅威情報を円滑に共有し，全体のサイバ

ーセキュリティの向上を図ります。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

警察本部 

サイバー犯罪

対策課 

R1 

 

企12 

26頁 

情報システムに係る 

業務継続計画に基づく 

訓練等の実施 

 大規模地震等の災害発生時において，県が情報

システムを利用して行っている業務を可能な限

り中断させず，また，中断した場合においても，

出来る限り早期に復旧するために必要な体制や

取組について定めた業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣ

Ｐ）の見直しと訓練を定期的に実施します。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H22 

 

企13 

14頁 

携帯電話等エリア整備事

業 

主に過疎・辺地・離島等地域の活性化や事故・

災害の発生時における通信手段としても有効な

携帯電話の不感地域解消を目指して，市町村の要

望に応じた移動通信用鉄塔施設の整備を促進し

ます。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H5 

 

 拡  

企14 

14頁 

無料公衆無線ＬＡＮ整備

事業 

 無料公衆無線ＬＡＮ「みやぎFree Wi-Fi」は県

内を訪れる観光客の利便性を高め，誘客促進を図

る手段であるとともに，災害時には情報の収集・

発信に有効な手段となります。県では，連携する

事業者との協働により，市町村や民間事業者（宿

泊施設，店舗，観光施設）の協力を得ながら設置

を進めていますが，県民が多く訪れる県の施設に

も「みやぎFree Wi-Fi」を追加設置し，デジタル

デバイドを解消することにより，宮城のデジタル

化を促進します。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H29 

みやぎ

Free 

Wi-Fi 

https://www.police.pref.miyagi.jp/hp/cyber/kyougikai.html
https://www.police.pref.miyagi.jp/hp/cyber/kyougikai.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyoho/siinfura-index.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyoho/siinfura-index.html
https://www.pref.miyagi.jp/site/wi-fi/
https://www.pref.miyagi.jp/site/wi-fi/
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企15 

32頁 

オンライン化条例見直し

の検討 

 デジタル行政推進法の施行（令和元年12月）を

踏まえ，「デジタルファースト」，「ワンスオンリ

ー」，「コネクテッド・ワンストップ」の３つのデ

ジタル化の基本原則を推進し，行政手続きのオン

ライン化など，住民サービスのさらなる向上を進

めるため，現行のオンライン化条例の見直しにつ

いて検討します。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H16 

 

 新  

企16 

16頁 

地域課題を解決する５Ｇ

を活用した実証モデル事

業 

 人口減少社会においては，担い手不足による産

業や地域活力の低下が課題となっており，地域の

持続的な成長のため，デジタル技術を活用した県

民サービスの向上や産業の活性化が期待されて

います。新たな情報通信基盤である５Ｇを活用し

た実証モデル事業を実施し，地域課題の解決に取

り組みます。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

R3 

 

企17 電子認証基盤の運用 

 電子申請手続のためのインフラとして，第三者

による情報の改ざんを防止し，通信相手の確認を

行う高度な個人認証サービスを安価に提供する

「公的個人認証サービス」制度の円滑な運営を図

るとともに，電子証明書の普及に向けた取組を行

います。また，社会保障・税番号制度（マイナン

バー制度）の導入に伴い，平成28年（2016年）１

月からは電子証明書格納媒体としてマイナンバ

ーカードが発行されています。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H28 

 

企18 

14頁 

マイナンバーカード 

普及啓発 

 マイナンバー制度は，社会保障・税の効率性・

透明性を高め，国民にとって利便性の高い公平・

公正な社会を実現する基盤です。マイナンバーカ

ードは，身分証明書として利用できるほか，搭載

されるＩＣチップには電子証明書が格納され，さ

らにＩＣチップの空き領域には行政機関の定め

により独自利用サービスのための情報が格納で

きるため，様々な用途に利用が可能です。利用者・

行政ともに手続の効率化に関するメリットが大

きいマイナンバーカードの普及に取り組みます。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H27 

 

企19 

21頁 

宮城県高度情報化推進協

議会運営事業 

 宮城県高度情報化推進協議会は「高度情報通信

県みやぎ推進計画」（平成10年３月策定）に基づ

き設立されています。産・学・官・民が調査研究

活動，会員相互の情報交換，普及・啓発活動など

を通じて合意形成を図りながら，各種助成事業や

人材育成の実施により，宮城県全体の高度情報化

を一体となって推進していきます。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H10 

 

 拡  

企20 

14頁 

22頁 

宮城県・市町村共同電子

申請サービスの提供 

 住民が行政機関に出向くことなく，インターネ

ットを使用して24時間365日いつでも申請や届け

出ができるサービスを提供し，住民サービスの向

上と行政コストの削減を進めています。令和２年

11月時点で県内35市町村のうち25市町が電子申

請の共同利用を行っており，今後は，実施市町村

数の拡充を図るとともに，電子申請可能な手続数

を増やすことを目指します。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H22 

電子申請

システム 

企21 

22頁 

県内市町村オープン 

データ推進事業 

官民データ活用推進基本法に基づく国の官民

データ活用推進基本計画において，地方自治体の

オープンデータ取組率を令和２年度までに100パ

ーセントとすることが目標として掲げられてお

り，未公開の市町村を中心にオープンデータに対

する取組を支援していく必要があります。市町村

の要望を確認しつつ，研修の実施などを通じてオ

ープンデータの公開や，更なる内容の充実に努め

ます。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H28 

 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyoho/kouteki-index.html
https://www.miyagi-ipa.jp/
https://www.miyagi-ipa.jp/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyoho/20100705densisinseigaiyou.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyoho/20100705densisinseigaiyou.html
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企22 

22頁 

市町村職員への研修・行

政情報化に関するアドバ

イス機会等の提供 

 民間の専門的知識を持ったデジタルみやぎ推

進アドバイザーが市町村からの技術的相談に対

する助言・指導を行い，市町村の行政情報化を支

援します。また，デジタルみやぎ推進アドバイザ

ーを講師として，市町村職員を対象としたシステ

ム調達・運用に関する研修の実施や，市町村が自

団体の職員を対象としてセキュリティに関する

研修を行う際の講師派遣を行い，官民データ計画

をはじめとする情報政策やシステムに関する知

識・理解を深める支援を行います。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H27 

 

企23 

22頁 

市町村業務システムへの

自治体クラウド導入支援

事業 

 情報システムや関連機器等は，市町村が共同調

達することで経費削減につながることから，市町

村の各種業務システムの共同クラウド化による

事務の効率化，経費削減，災害対策の強化を図り

ます。県と全市町村が参加する宮城県電子自治体

推進協議会の自治体クラウド専門部会において，

市町村の共同クラウド調達のための支援を進め

ていきます。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H22 

 

企24 

24頁 
基幹業務システムの構築 

 令和５年度の財務会計システム等の機器更新

に合わせて，現行の予算編成や財務会計だけでは

なく，決算統計や公会計にも対応した財務系の新

システムを導入することで，業務の省力化・正確

性の向上を図ります。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H30 

（構築中） 

企25 
総合福祉システムの構築

及び運用保守 

 マイナンバー制度を活用している保健福祉業

務は，毎年，特定個人情報データ標準レイアウト

等が改正されることから，全国標準的なパッケー

ジソフトを導入することにより，法改正等による

システム開発・改修費用を抑制するとともに行政

サービスの多様化等に対応します。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H30 

総合福祉

システム 

 初  

企26 

20頁 

ＲＰＡやＡＩを活用した

業務の効率化 

定期的に作業を繰り返す業務，また，作業頻度

が多い業務に有効とされるＲＰＡ（ Robotic 

Process Automation）や情報をデータベースに蓄

積し，ＡＩが職員を代行して業務を行う技術の活

用を推進し，職員の業務負担の軽減や生産性の向

上に取り組みます。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

R3 

 

 初  

企27 

20頁 

Ｗｅｂ会議システムの 

活用 

Ｗｅｂ会議の実施環境を構築し，職員が場所や

時間に制約されず，効率的に会議・打合せを実施

することで，スピーディーで効率的な行政運営を

図ります。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

R1 

 

企28 
みやぎハイパーウェブの

管理運営 

 県内の公共機関（県や市町村等）を結ぶ専用の

ネットワークであり，電気通信事業者が提供する

サービス（イーサネット網サービス
＊45

）により

構築・運用しています。電子県庁・電子自治体を

実現するに当たっての各種行政情報ネットワー

ク共通の情報通信基盤として安定的な運用を目

標としています。令和元年10月より，ＷＡＮ・Ｌ

ＡＮを一体化させた総合情報ネットワークの構

築を完了し，運用を開始しています。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H15 

 

企29 

22頁 

26頁 

自治体情報セキュリティ

クラウドの運用 

 日本年金機構における個人情報流出事案を踏

まえ，県と市町村が協力して，自治体情報セキュ

リティクラウド（情報ＳＣ）を構築し，高度な情

報セキュリティ対策を講じています。平成29年度

から令和３年度まで５年間の運用としており，令

和４年度からは次期情報ＳＣへの更新を予定し

ています。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H29 

宮城県自

治体情報

セキュリ

ティクラ

ウド 

 拡  

企30 

14頁 

22頁 

宮城県電子申請システム

の運営 

 市町村との共同運営により24時間365日オンラ

インで行政手続ができる電子申請サービスを適

切かつ安定的に提供し，県民や企業など申請者の

利便性の向上を図るとともに，事務の効率化を推

進しています。今後は，県有施設の管理者等と連

携し，施設のオンラインによる利用予約サービス

の提供に取り組みます。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H17 

電子申請

システム 

https://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/toukei/itsuisin2005/data/chapter04_1_3.html
https://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/toukei/itsuisin2005/data/chapter04_1_3.html
https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/navi/govTop.do?govCode=04000
https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/navi/govTop.do?govCode=04000
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企31 
宮城県庶務業務支援 

システムの運用 

 職員の日々の勤務状況管理や手当申請などに

係る事務について，定型的な事務作業や決裁事務

をシステム化することにより業務の合理化を図

り，効率的な行政運営を目指しています。 

企画部 

デジタルみやぎ

推進課 

H20 

庶務業務

支援シス

テム 

 初  

企32 

16頁 
サテライトオフィス設置

推進事業 

 企業や大学の県内へのサテライトオフィス設

置を後押しし，本県への人と仕事がセットになっ

た新たな流れをつくり，地方創生推進を図りま

す。 

企画部 

地域振興課 

R2 

 

環1 

再生可能エネルギーを活

用した地域づくり支援事

業 

 県内市町村の再生可能エネルギーを活用した

環境に配慮したまちづくり（エコタウン，スマー

トシティ）の形成は，ＣＯ２排出量削減といった

環境効果のみならず，地域活性化や防災性能の向

上といった観点からも重要であることから，その

利益や効果が地域経済に還元される“地産地消・

地域主導”の取組を推進していくため，市町村が

行うまちづくりへのエネルギーマネジメントシ

ステムの導入など，地域資源を活用した再生可能

エネルギー利活用の取組を支援します。 

環境生活部 

再生可能エネル

ギー室 

H28 

 

環2 
産業廃棄物処理実績等電

子報告システムの運用 

 産業廃棄物処理の透明化を図り，排出事業者が

適正な処理業者を選定する際の参考とするため，

処理業者の処理実績や多量排出事業者からの排

出量の報告を，報告用サイト「みやぎ産廃報告ネ

ット」により受け付けて自動集計し，全県的な情

報共有を図るとともに，集計結果をホームページ

上で公表します。 

環境生活部 

循環型社会推進

課 

H26 

産業廃棄

物処理実

績報告書

等の電子

報告シス

テム 

環3 
産業廃棄物処理業等管理

システムの運用 

 廃棄物処理法や自動車リサイクル法に基づき，

本県において許可・登録された事業者及び施設を

データベース化した当該システムを運用するこ

とで，事務の効率化及び関係機関との迅速な情報

共有が可能となり，更なる廃棄物処理の適正化を

図ります。 

環境生活部 

循環型社会推進

課 

H26 

産業廃棄

物処理業

等管理シ

ステム 

環4 
消費生活相談，啓発，情

報提供 

 県民から，インターネット関連の相談をはじめ

とした消費生活全般に関する相談や苦情を受け

付け，助言，あっせん，他機関紹介などの適切な

処理を行います。また，消費生活に関する出前講

座の開催，ホームページや広報誌などの各種広報

媒体を活用した啓発や情報提供を行い，県民の消

費生活の安定と向上を図ります。 

環境生活部 

消費生活・文化

課 

- 

 

環5 

犯罪等から青少年を守る

ためのインターネット安

全利用の推進 

 青少年健全育成条例に基づく携帯事業者等へ

の立入調査やインターネットの安全安心利用推

進に係るフォーラムの開催，啓発リーフレットの

配布，広報啓発機材の貸出などを通して，スマー

トフォン等のフィルタリング普及，利用上のルー

ルづくりなどを推進し，青少年のインターネット

安全利用を図ります。 

環境生活部 

共同参画社会推

進課 

H28 

 

保1 
周産期医療情報システム

の運用 

 医療機関や消防本部が周産期母子医療センタ

ーの空床情報等を確認できるシステム「宮城県周

産期医療情報システム」を運用します。 

保健福祉部 

医療政策課 

H16 

宮城県周

産期医療

情報シス

テム 

保2 
救急搬送情報共有システ

ムの運用 

 仙台医療圏の消防本部や救急医療機関が入力

する情報により救急搬送の効率化を図るシステ

ム「宮城県救急搬送情報共有システム」を運用し

ます。 

保健福祉部 

医療政策課 

R1 

緊急搬送

情報共有

システム 

保3 
みやぎのデータヘルス推

進事業 

 保健，医療，介護等の情報を継続的に収集，集

約し，本県の特徴的な健康課題を分析，特定して

科学的根拠に基づき生活習慣病の発症・重症化予

防対策をＰＤＣＡサイクルで展開します。それに

よりメタボリックシンドロームや脳血管疾患に

よる死亡率などの地域の健康格差を縮小し，県民

の健康寿命の延伸や医療費の増加の抑制を図り

ます。 

保健福祉部 

健康推進課 

H29 

 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tisin/satelliteoffice-setup.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tisin/satelliteoffice-setup.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/saisei/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/saisei/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/saisei/
https://www.miyagisanpai.jp/sys/A0010.aspx
https://www.miyagisanpai.jp/sys/A0010.aspx
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/syohiseikatsu-center-index.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/syohiseikatsu-center-index.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/seisyoindex.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/seisyoindex.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/seisyoindex.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kensui/data-health.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kensui/data-health.html
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保4 
ひとり親家庭等就業支援

講習会の実施 

 ひとり親家庭の父母等の就業機会の拡大と自

立促進を図るため，就職等に必要なパソコンの知

識技能が習得できるよう，マイクロソフトエクセ

ル・ワードのスペシャリストレベルの修了を目指

すなどの講習会を実施します。 

保健福祉部 

子ども・家庭支

援課 

H18 

 

保5 
宮城県聴覚障害者情報セ

ンター運営業務 

 聴覚障害者の生活に関する困りごと，悩み，不

安などの相談対応，サロンや出前講座等を通じた

聴覚障害者が地域に支えられる体制を構築する

ための事業のほか，字幕付き映像ライブラリーの

貸出や，生活に関連する情報の字幕付き手話動画

の作成・配信，情報誌の発行等を行います。また，

来所や訪問が困難な聴覚障害者に対し，オンライ

ンによる相談支援を実施します。 

保健福祉部 

障害福祉課 

H27 

 

保6 
みやぎ障害者ＩＴサポー

トセンターの運営 

 障害者のＩＴ活用に関する総合的なサービス

拠点として，ＩＴ活用に関する相談支援・情報提

供に対応するほか，就労を意識したＩＴの応用技

術などを学ぶＩＴ講習会等を実施することで，障

害者のＩＴの利用機会の拡大や技術取得を促進

し，ＩＴを活用した障害者の社会参加やＩＴリテ

ラシーを身に付けた障害者の就労等を総合的に

支援します。 

保健福祉部 

障害福祉課 

H11 

 

経1 
地域活性化型みやぎキャ

ッシュレス推進事業 

 県内中小・小規模事業者や地域金融機関等が連

携したキャッシュレス化を推進し，地域内での消

費拡大や生産性の向上等を図り，地域産業や観光

の活性化を目指します。 

経済商工観光部 

富県宮城推進室 

R1 

 

経2 
地域経済構造分析推進 

事業 

 地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ
＊46

）や民

間が保有するビッグデータ等を活用し，本県の産

業構造や現状の詳細な分析を行い，より有効な産

業振興策や企業支援策の検討に活用します。 

経済商工観光部 

富県宮城推進室 

H28 

 

経3 

みやぎ高度電子機械人材

育成センターの運営 

 

 平成21年度に産学官が連携して設立した「みや

ぎ高度電子機械人材育成センター」を通じて，理

工系大学・高専の学生を対象とした実践的な研修

を実施し，意欲あふれる優秀な人材を育成すると

ともに，本県（立地）企業の若手技術人材を確保

することにより，高度電子機械産業の集積と振興

を図ります。 

経済商工観光部 

新産業振興課 

H21 

 

経4 ＩＴ商品の販売促進 

 県内ＩＴ企業の優れた商品について，県が「み

やぎ認定ＩＴ商品」に認定し，販売促進計画の策

定や，計画に基づく販売促進活動の支援を行いま

す。また，地域の産業が求めているＩＴ商品の開

発・改良を支援するとともに，ＩＴ導入に向けた

ＩＴ企業と業界団体とのマッチングを図るなど，

産業のＩＣＴ化を推進します。 

経済商工観光部 

新産業振興課 

H21 

 

経5 
派遣ＯＪＴ支援事業等の

推進 

 県内ＩＴ関連企業等に対し，自動車関連産業や

高度電子機械産業など，ＩＴを活用する分野にお

ける最先端技術等の習得を目的とする技術者派

遣の支援を行うとともに，展示会出展支援・セミ

ナー等を行うことにより，首都圏等からの業務獲

得や新たな市場・販路開拓を図ります。 

経済商工観光部 

新産業振興課 

H20 

 

 拡  

経6 

17頁 

情報通信関連企業立地促

進事業 

 自動車関連産業や高度電子機械産業，金融機関

などに関するソフトウェアの開発等を行うＩＣ

Ｔ企業を集積し，雇用の拡大，高度人材の地元定

着，地域経済の活性化を図るため，首都圏での立

地説明会の開催や，立地時の初期投資の軽減につ

ながる立地奨励金の交付により，ソフトウェア開

発企業の開発拠点と本社機能の誘致を促進しま

す。また，ＩＴ企業事務業務オフィスの誘致を進

め，事務的職業求職者の雇用のミスマッチ解消を

図ります。 

経済商工観光部 

新産業振興課 

H21 

 

http://miyagiboren.fem.jp/
http://miyagiboren.fem.jp/
http://www.mimisuppo-miyagi.org/
http://www.mimisuppo-miyagi.org/
http://saposen.san.or.jp/
http://saposen.san.or.jp/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/koudojinzai.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/koudojinzai.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/it-trial.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/ojt-index.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/ojt-index.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/jyoho-shoureikin2.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/jyoho-shoureikin2.html
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経7 

民間投資促進特区（ＩＴ

産業版）等の活用による

企業集積の促進 

 震災により厳しい経営状況にある情報サービ

ス関連産業の振興や雇用の創出を図るため，県内

17市町村と共同で作成した情報サービス関連産

業の集積・振興を図る復興推進計画に基づき，Ｉ

ＣＴ産業の集積や地元企業の振興を図ります。 

経済商工観光部 

新産業振興課 

H24 

 

経8 
コールセンターサポート

事業の推進 

 立地企業が活動しやすい環境づくりの一環と

して，みやぎコールセンター協議会が行う，人材

募集やコールセンターに関する認知・啓発活動，

人材育成などを支援し，安定的な雇用の確保と立

地企業の他県流出防止を図るとともに，県内への

新規事業者の進出を誘因します。 

経済商工観光部 

新産業振興課 

H19 

 

経9 

17頁 

ＩＴ人材採用・育成支援

事業 

 学生等の県内ＩＴ企業への就業を促進するた

め，県内ＩＴ産業や企業の知名度向上を目的に教

育機関と連携して行う取組を支援するとともに，

地域のＩＴ企業が必要としているＩＴ人材の育

成確保と，第４次産業革命に向けて高度ＩＴ人材

の育成を図ります。 

経済商工観光部 

新産業振興課 

H30 

 

 新  

経10 

17頁 

ＡＩ・ＩｏＴ産業創出・

活用促進支援事業 

第４次産業革命や人口減少等の社会・産業構造

の大きな変革期において，県内における各産業分

野の生産性向上・サービス創出を促進するため

に，AI･IoT等のビジネス創出に向けた実証機会の

創出，AI･IoTを活用する人材育成に取り組むと共

に，ユーザー企業とIT企業との異業種間連携によ

り，AI･IoTの活用促進に取り組みます。 

経済商工観光部 

新産業振興課 

R3 

 

経11 

みやぎカーインテリジェ

ント人材育成センターの

運営 

 本県及び東北への自動車関連産業の集積と振

興を目的に，関連企業が設計・開発分野で求める

人材を養成するため，東北に所在する大学・高専・

専門学校等の学生を対象に，自動車関連企業の現

役技術者等を講師として，自動車の機能・構造，

生産，設計・開発に係る研修を実施します。 

経済商工観光部 

自動車産業振興

室 

H19 

 

 新  

経12 

17頁 

中小企業等デジタル化 

支援事業 

 県内中小企業・小規模事業者のデジタル化に

向けた意識の底上げを図るとともに，デジタル

化がもたらす事業への優位性を周知し，生産性

向上，事業拡大に寄与するため，みやぎデジタ

ル化促進相談事業とデジタル化促進セミナーを

実施するほか，デジタル化に取り組む中小企業

等に対して，費用の一部を補助します。 

経済商工観光部 

中小企業支援室 

R3 

 

経13 
中小企業のＩＣＴ活用支

援 

 ＩＣＴを利用した企業の経営効率化を支援す

るため，企業からの要望に基づき，ＩＣＴコー

ディネーター等の専門家を派遣することによ

り，県内中小企業の競争力の向上を図ります。 

経済商工観光部 

中小企業支援室 

H15 

 

 新  

経14 

17頁 

Ｗｅｂ営業活動強化支援

事業 

 県内ものづくり企業を対象者とし，自社の加

工技術や自社製品の紹介動画の作成に係る委託

費用の一部を補助します。作成した動画は事業

の主体である（公財）みやぎ産業振興機構内の

ホームページに掲載します。 

経済商工観光部 

中小企業支援室 

R3 

 

経15 
高等技術専門校における

職業訓練（ＩＴ関連分野） 

 白石高等技術専門校及び気仙沼高等技術専門

校では，主に新規高卒者や在職者を対象にＩＴ

関連の訓練を実施し，ＩＴ技術者の育成に取り

組んでいます。併せて，各高等技術専門校にお

いて離職者等を対象にＩＴ関係の知識・技能を

習得する訓練も実施し，再就職の促進を図って

おり，令和２年度からは通所による訓練に加え

てオンラインを活用した訓練も実施していま

す。 

経済商工観光部 

産業人材対策課 

- 

 

経16 

障害者職業能力開発校に

おける職業訓練（ＩＴ関

連分野） 

 デジタル時代における実務を担う人材のスキ

ルを強化するため，障害者に対する職業訓練につ

いてＩＣＴ環境整備を進めるほか，情報人材の育

成を推進します。 

経済商工観光部 

産業人材対策課 

- 

 

 

 

 

  

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/hukkoutokku-it.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/hukkoutokku-it.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/hukkoutokku-it.html
http://callcenter-miyagi.com/
http://callcenter-miyagi.com/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/aiiotbusinesscreation-r2.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/aiiotbusinesscreation-r2.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jidousha/car-intelli.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jidousha/car-intelli.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jidousha/car-intelli.html
https://www.joho-miyagi.or.jp/senmonkahaken
https://www.joho-miyagi.or.jp/senmonkahaken
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/
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経17 
外国人観光客受入環境 

整備促進事業 

 新型コロナウイルスにより激減したインバウ

ンド
＊47

需要をはじめとする観光需要の回復への

取組や2021年に開催予定の東京オリンピック・パ

ラリンピックの受入環境整備の一環として，外国

人が快適に観光を楽しめる環境整備が欠かせな

いことから，宿泊施設や観光集客施設に外国語の

施設案内看板やパンフレット作成のほか，無線Ｌ

ＡＮの設置等を促進します。 

経済商工観光部 

観光政策課 

H29 

 

経18 
みやぎデジタルフォトラ

イブラリー 

本県の豊富な観光資源を広く紹介し，観光客

の誘致を進めるため，みやぎデジタルフォトラ

イブラリー（県内の観光地の画像の提供システ

ム）の保守管理及びホームページの運営等を委

託し，利活用の向上を図ります。 

経済商工観光部 

観光政策課 

H7 

 

経19 

多文化共生に対応した行

政情報等の多言語化の推

進 

 日本語の理解が十分でない外国人県民に対す

る必要な生活情報等の伝達を進めるため，県民に

一番近い行政機関である市町村に対して，ホーム

ページの多言語対応について啓発を行います。 

経済商工観光部 

国際政策課 

H20 

 

経20 
みやぎ観光デジタルマー

ケティング事業 

 マーケティングの発想によるデジタルプロモ

ーションを実施し，効果的かつ効率的に本県の認

知度向上を図るとともに，デジタルによる広告配

信と継続的なデータの収集・分析を行うことで，

ターゲットの明確化や最適化等を進め，さらなる

誘客に繋げます。 

経済商工観光部 

観光プロモーシ

ョン推進室 

R1 

 

 初  

経21 

国内向けデジタルマーケ

ティング誘客推進事業 

 マーケティングの発想による国内市場に対す

るデジタルプロモーションを実施し，効果的かつ

効率的に本県の認知度向上を図るとともに，デジ

タルによる広告配信と継続的なデータの収集・分

析を行うことで，ターゲットの明確化や最適化等

を進め，さらなる誘客に繋げます。 

経済商工観光部 

観光プロモーシ

ョン推進室 

R1 

 

農1 

ウェブサイト「食材王国

みやぎ」及び「ぷれ宮夢

みやぎ」による情報発信 

 食情報発信ウェブサイト「食材王国みやぎ」及

び厳選食材情報発信ウェブサイト「ぷれ宮夢みや

ぎ」により，宮城の食に関する総合的な情報と厳

選ブランド食材に係る情報を発信し，「食材王国

みやぎ」という地域イメージの確立を目指しま

す。ＳＮＳ
＊48

機能も導入し，県・利用者双方か

らの情報提供による相乗効果で食材の魅力・関心

を高め，宮城の「食」に興味を持った閲覧者の利

便性を高めます。 

農政部 

食産業振興課 

H13 

食材王国

ぷれ宮夢

みやぎ 

 新  

農2 

17頁 

デジタルマーケティング

を核とした県産品販売促

進モデル構築事業 

県産品ポータルサイトを核として，デジタル

データの収集を通じた県産品へ関心を持つ顧客

層の把握と誘客を図る仕組み「県産品販売促進

モデル」を構築します。データの分析・フィー

ドバックにより，県産品製造・販売事業者を対

象として，「県産品のＥＣ販売拡大」と「デジタ

ルマーケティングに係る人材育成」を図りま

す。 

農政部 

食産業振興課 

R3 

 

 新  

農3 

17頁 

アグリテック活用推進事

業 

担い手不足や高齢化などの課題に対応するた

め，ＩＣＴ等の先端技術を活用した農業を推進

し，省力化や収量向上により生産性向上を図ると

ともに，多様な経営体の育成を図ります。 

農政部 

農業振興課 

R3 

 

 新  

農4 

18頁 

みやぎ農山漁村デジタル

トランスフォーメーショ

ン推進事業 

 アグリテックの導入と一体的に農山漁村生活

におけるデータ連係とＩｏＴ等ネットワークを

活用して「誰でもできる農業」，「住みたくなる

（住みやすい）農山漁村」を実現するため，Ｄ

Ｘを推進していくための知識や先進事例の習得

等の研修会，セミナー等を開催し，人材の育成

を行います。また，モデル市町村（地域）を設

置し，地域の実情にあったデジタル技術を活用

した農山漁村デザインの策定の取組及び地域住

民等の理解と体制づくりを支援します。 

農政部 

農山漁村なりわ

い課 

R3 

 

https://www.pref.miyagi.jp/site/digi-photo/
https://www.pref.miyagi.jp/site/digi-photo/
https://visitmiyagi.com/
https://visitmiyagi.com/
http://foodkingdom.pref.miyagi.jp/
http://foodkingdom.pref.miyagi.jp/
http://premiya.pref.miyagi.jp/
http://premiya.pref.miyagi.jp/
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 新  

水林1 

18頁 

新しい生活様式等による

ビジネスモデル変化への

対応促進事業 

新しいビジネスモデルへ効果的に対応できる

よう、オンライン商談会の開催などを通じて，県

内サプライヤーの育成を行うとともに，社会情勢

や消費行動の変化に合った商品開発の促進と効

果的な情報発信等を行います。 

水産林政部 

水産業振興課 

R3 

 

 初  

水林2 

水温・塩分自動観測 

ブイの運用 

ＩＣＴを活用した水産業の省力化や効率化が

求められている中，これまで乗船により行ってき

た漁場環境調査を水温・塩分自動観測ブイを活用

したリアルタイム情報発信と観測作業のスマー

ト化を図ります。 

水産林政部 

水産業基盤整備

課 

R2 

 

水林3 
森林情報管理システム運

用・保守管理事業 

 森林法に基づく「地域森林計画」の基礎となる

森林資源の情報管理のため，現地調査等に基づ

き，県職員がシステム上のデータを修正し，その

成果を森林計画図として整備しています。この森

林計画図は，宮城県森林情報提供システムにより

インターネット上で閲覧・印刷が可能であるほ

か，クラウドシステムの構築により市町村等との

情報共有を強化することで，より精度が高いデー

タ整備を進め，森林情報の活用推進と利便性の向

上に努めます。 

水産林政部 

林業振興課 

- 

森林情報

管理シス

テム 

水林4 
県産材新流通システム 

構築事業 

 県産材の流通量拡大を図るため，より効率的な

供給体制の確立が重要となることから，ＩＣＴ等

を活用した計画的かつ効率的な県産丸太（針葉

樹・広葉樹）の供給力強化を推進します。 

水産林政部 

林業振興課 

R1 

 

土1 

 

建設現場におけるＩＣＴ

の活用拡大 

 建設産業では，平成９年（1997年）をピークに

就業者の高齢化や後継者不足で年々高い技術力

を持った技能者が減少しており，これを補うため

に建設現場での省力化・効率化により生産性の向

上を図ることは，労働環境の改善や担い手確保に

つながり，建設産業の振興に極めて重要です。Ｉ

ＣＴ技術の活用拡大により建設現場での省力化・

効率化を図るため，ＩＣＴ施工の普及促進や，調

査設計段階からの３次元データを活用し，維持管

理にまで活用することにより効率化するととも

に，新たな担い手確保の環境を整えていきます。 

土木部 

事業管理課 

H29 

 

土2 

ＣＡＬＳ/ＥＣ（公共事業

支援統合情報システム）

の整備 

 調査，設計から工事，維持管理に至る公共施設

のライフサイクル全般にわたる各種情報を一定

の標準に基づいて電子化し，ネットワークを介し

て，公共機関（公共施設管理者）や企業間等にお

いて交換・共有することにより，事業期間の短縮，

コストの縮減，生産性の向上を図ります。現在，

庁内技術職員を対象にＣＡＤ研修を実施してお

り，今後，３次元対応ＣＡＤソフト（３ＤＣＡＤ）

の試行導入等について検討します。 

土木部 

事業管理課 

H14 

 

土3 
道路管理ＧＩＳシステム

の運用 

 ＧＩＳ
＊49

（地理情報システム）を活用した８

つの道路管理システム(通行規制，道路台帳，気

象情報，災害情報，苦情要望，施設情報，ウェブ

公開基盤，道路情報板の各管理システム）を平成

25年度に構築しています。このうちウェブ公開シ

ステムでは，通行規制情報や道路状況（カメラ画

像）冬期間の降雪積雪等の情報を提供していま

す。 

土木部 

道路課 

H25 

道路管理

GIS 

土4 

14頁 

宮城県河川流域情報シス

テム（ＭＩＲＡＩ）の運

用 

 自治体や水防団による水防活動や警戒態勢に

万全を期すために，リアルタイムで県民に水位及

び雨量等の情報を提供しています。今後も水位及

び雨量観測所等を適切に管理していくとともに，

県民ニーズに応じた機能拡充等を図ります。 

土木部 

河川課 

- 

河川流域

情報シス

テムMIRAI 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ringyo-sk/keikakuseido.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ringyo-sk/keikakuseido.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/2index.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/2index.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/2index.html
http://roadgis.pref.miyagi.jp/gispub/Internet/DISP001.aspx
http://roadgis.pref.miyagi.jp/gispub/Internet/DISP001.aspx
https://www.dobokusougou.pref.miyagi.jp/miyagi/servlet/Gamen30Servlet
https://www.dobokusougou.pref.miyagi.jp/miyagi/servlet/Gamen30Servlet
https://www.dobokusougou.pref.miyagi.jp/miyagi/servlet/Gamen30Servlet
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土5 

宮城県砂防総合情報シス

テム（ＭＩＤＳＫＩ）の

運用 

 降雨や土砂災害危険度等の土砂災害に関する

気象情報，土砂災害危険箇所や避難所等の地図情

報等を市町村や関係機関と共有し，県民に提供す

る総合的な情報システムを整備・拡充することに

より，迅速かつ的確な警戒・避難活動を支援し，

土砂災害の減災につなげます。 

土木部 

防災砂防課 

H18 

砂防総合

情報シス

テム

MIDSKI 

 新  

出1 

14頁 

キャッシュレス収納の推

進 

県税の収納については，既にクレジットカード

による収納が行われているところですが，施設使

用料等の税外収入についても利用者ニーズや各

施設の状況を踏まえながら順次キャッシュレス

化を推進します。 

出納局 

会計課 

R3 

 

出2 
入札参加資格登録の電子

申請 

 国が作成予定の地方自治体における競争入札

参加資格審査申請書の標準書式及び電子入札シ

ステムにおける標準化を踏まえて，入札参加資格

の各種申請を電子申請とし，事業者の利便性向上

及び行政手続コスト削減を図ります。 

出納局 

契約課 

- 

 

出3 
宮城県電子入札システム

の運用 

 入札における公正性・透明性の確保などを目的

に導入した建設工事等電子入札システム及び物

品等電子調達システムを更新するにあたり，それ

ぞれの契約を一本化し，平成30年（2018年）７月

から運用を開始しています。各機能の追加や見直

しを行うことで操作性を改善するとともに，発注

機関，入札参加者双方の事務負担の軽減と利便性

の向上を図っています。 

出納局 

契約課 

H30 

建設工事

等電子入

札システ

ム 

教1 
みやぎの教育情報化推進

計画の更新と推進 

 本県教育の目指すべき姿や取り組むべき施策

の方向性等を示す「第２期宮城県教育振興基本計

画」（計画期間：H29～R8）では「ＩＣＴ教育の推

進」を掲げており，この計画を具現化する取組と

して「みやぎの教育情報化推進計画」を策定し，

推進しています。「学校教育の情報化の推進に関

する法律」の施行等，教育の情報化が加速してい

る背景から，より実効性のある計画に更新し，施

策を実施することで計画の目標達成を目指しま

す。 

教育庁 

教育企画室 

- 

 

教2 

28頁 

ＩＣＴを活用した授業 

改善・活用能力向上 

ＩＣＴを活用した授業改善や，教員のＩＣＴ活

用能力の向上を図り，新学習指導要領が目指す

「主体的・対話的で深い学び」に資する学習過程

の質的改善や，誰一人取り残すことのない，個別

最適化された学びの実現を目指します。 

教育庁 

教育企画室 

- 

 

 新  

教3 

15頁 
教育情報化推進の加速 

 教育の情報化が加速度的に進展している状況

に対応するために必要な事業を，ソフト・ハード

の両面から展開します。①ＩＣＴ支援員の配置：

整備された機器の活用を促進・支援する。授業計

画の作成支援や機器の操作支援，活用に向けた研

修などを行います。②生徒ＢＹＯＤ活用検証：将

来的な１人１台端末水準を見据えたＢＹＯＤ（私

物端末の持ち込み）による検証事業をモデル校で

実施します。 

教育庁 

教育企画室 

R3 

 

教4 
教育情報ネットワーク 

運用事業 

 宮城県教育情報ネットワーク（通称ＳＷＡＮ）

は，学習環境におけるＩＣＴを活用した教育の促

進を図るために，教育現場に安定した通信環境を

整備するものとして，平成30年９月に再構築し運

用しています。宮城の教育の情報化を支える基幹

ネットワークとして安定した運用を行うととも

に，国の「ＧＩＧＡスクール構想」等に伴う教育

の情報化の一層の推進に対応する高速大容量通

信の実現を核とした次期ネットワークの構築を

行います。 

教育庁 

教育企画室 

- 

宮城県教

育情報ネ

ットワー

ク 

ＳＷＡＮ 

http://www.doshasaigai.pref.miyagi.jp/midski/
http://www.doshasaigai.pref.miyagi.jp/midski/
http://www.doshasaigai.pref.miyagi.jp/midski/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/ksn.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/ksn.html
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教5 
学校運営支援統合 

システムの運用 

 教職員の多忙化が大きな課題となっており，教

科研究や生徒指導といった教員の本来業務に支

障が生じています。教員の本来業務である「生徒

に関わる時間」を創出し，教育活動を促進します。

併せてデータの保管に関する堅牢性を確保し，安

全・安心な学校運営を実現します。このために運

用している学校運営支援統合システム（成績処

理・学籍管理等のシステムと，グループウェア機

能を統合したシステム）の安定運用を図ります。 

教育庁 

教育企画室 

H24 

学校運営

支援統合

システム 

教6 

28頁 

総合教育センターの情報

教育研修の充実 

 児童生徒の情報活用能力の育成のため，教職員

の実践的な指導力を高める研修を実施します。効

果的なＩＣＴ活用を通じて，各教科等の学習目標

を達成し，児童生徒の一層の学力向上を目指しま

す。 

教育庁 

教職員課 

（総合教育セン

ター） 

- 

 

教7 
個別最適な学びに関する

モデル事業 

 県内２校（小学校１，中学校１）をモデル校に

指定し，大学等との連携を図った実践的な研究に

取り組みます。 

＜（仮）研究テーマ＞ 

◇１人１台端末を生かした「 G Suite for 

Education」による学習指導の改善 

◇ＡＩと教員の相乗効果による児童生徒一人一

人に最適な学習指導の展開 

教育庁 

義務教育課 

R3 

 

教8 
みやぎ学力状況調査分析

システムの整備 

 みやぎ学力状況調査分析システムは，慶應義塾

大学ＳＦＣ研究所と連携して運用しているシス

テムで，県内公立高校の生徒を対象としたみやぎ

学力状況調査のデータを各校からウェブサイト

にアップロードすることで，学力状況調査及び意

識調査のさまざまな角度からの分析を可能にし，

また，全職員が自校のデータにアクセスすること

ができるシステムです。生徒の実態把握，学習指

導及び授業改善等に利活用されるよう取り組ん

でいます。 

教育庁 

高校教育課 

H15 

みやぎ学

力状況調

査分析シ

ステム 

教9 

ネットパトロール 

（いじめ・不登校支援 

及び中途退学防止事業） 

 インターネットやスマートフォン等の情報端

末の利用における情報モラルを身に付けさせる

とともに，「ネット依存」や「ネットいじめ」等

の原因になりうる掲示板やプロフィールサイト，

ＳＮＳの利用実態についてネットパトロールを

実施することで，自殺をプロフィールにほのめか

す記載などを早期に発見し，自死の未然防止に役

立てるとともに，各校に問題のある書き込み等に

ついて情報を提供し，児童生徒の健全育成を図り

ます。 

教育庁 

高校教育課 

R3 

 

教10 
図書情報のネットワーク

化の推進 

 県内全市町村が参加している「宮城県図書館情

報ネットワークシステム」（平成14年運用開始）

による連携体制を充実させ，県図書館及び市町村

図書館等を含めた全県的な図書館サービスの向

上と，図書資料の横断検索など県民へのより一層

のサービス向上を図ります。 

教育庁 

生涯学習課 

- 

県図書館

情報ネッ

トワーク

システム 

教11 
被災地域記録デジタル化

の推進 

 震災に関連する記録・記憶・資料等（以下「震

災関連資料」といいます。）を収集・保存・公開

し，震災の記憶の風化防止や，今後の防災・減災

対策に役立てるため，平成27年（2015年）に公開

したデジタルアーカイブシステム「東日本大震災

アーカイブ宮城」の運用・保守を行います。今後

も震災関連資料の収集を継続し，掲載資料の充実

を図るとともに，学校・地域の防災教育や自治体

の防災関連事業への利活用を促進していきます。 

教育庁 

生涯学習課 

- 

東日本大

震災アー

カイブ宮

城 

教12 
みやぎ県民大学（生涯学

習講座）の実施 

 県内の大学・高等学校・社会教育施設やＮＰＯ

等と連携しながら，学習講座を開設することによ

り，多様な学習サービスを県民に提供していま

す。ＩＴ関係講座についても，地域住民のニーズ

を的確に把握しつつ，パソコンの知識や運用等に

関する学習機会を提供し，地域復興の一助となる

よう努めます。 

教育庁 

生涯学習課 

- 

 

https://www.pref.miyagi.jp/site/sokyos/kensyukeikaku.html
https://www.pref.miyagi.jp/site/sokyos/kensyukeikaku.html
https://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/kyo-gakuryoku-tyousa.html
https://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/kyo-gakuryoku-tyousa.html
https://www.library.pref.miyagi.jp/
https://www.library.pref.miyagi.jp/
https://www.library.pref.miyagi.jp/
https://www.library.pref.miyagi.jp/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syougaku/kenminindex.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syougaku/kenminindex.html
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 初  

教13 

15頁 

生涯学習情報の利活用の

推進 

 第10次宮城県生涯学習審議会答申『地域の力を

活用した学びの場の充実と「学びと実践の循環」

の仕組みづくり』（平成30年11月）において，生

涯学習プラットフォームの枠組みや役割等につ

いて提言がありました。令和２年度に生涯学習プ

ラットフォームを構築し，令和３年１月から運用

を開始しました。 

教育庁 

生涯学習課 

R2 

 

教14 

美術館におけるコンテン

ツのデータベース化の推

進 

 美術館における課題を解消し，県民のニーズに

応え，人々がより集い，親しまれる「総合美術セ

ンター」を目指すために，新たな美術館の目的と

方向性を示したリニューアル基本方針を平成30

年（2018年）３月に策定した。美術館のリニュー

アルに向けて，館で所有するコンテンツをデータ

ベース化することを目的とした映像コンテンツ

及び画像コンテンツの製作・公開システムの構築

に取り組みます。 

教育庁 

生涯学習課 

H30 

所蔵品目

録（収蔵デ

ータベー

ス） 

教15 

東北歴史博物館館蔵資料

管理及び情報公開事業 

 

 東北歴史博物館に収蔵している約10万点を超

える資料をデータベース化し，管理を容易にする

とともに，常時展示できる資料が限られているこ

とから，特に重要な資料についてウェブ上での資

料閲覧を可能にし，展示を補います。また，館蔵

資料及び研究成果や開催イベント等の情報につ

いても，広く県民に提供します。 

教育庁 

文化財課 

- 

東北歴史

博物館情

報システ

ム 

議1 
県議会のホームページの

運営 

議会広報のより一層の充実を図るため，ホーム

ページを活用して本会議等に係る会議録の公開，

インターネット生中継や録画映像の配信を行う

など，スマートフォン等の端末の普及にも対応し

た議会情報を提供します。また，国への要請書・

決議等に係る情報も公開します。 

県議会事務局 

政務調査課 

- 

 

警1 
県警察ホームページの運

営 

 県民の期待と信頼に応える警察の推進の一環

として，積極的に治安情報を提供します。過去の

犯罪例に加え，各種犯罪を未然に防止し，県民の

自主的な防犯意識を高め，警察と県民が一体とな

って治安対策を推進し，安全安心な地域社会の実

現と宮城のいち早い復興を目指します。 

警察本部 

総務部 

広報相談課 

H9 

宮城県警

察ホーム

ページ 

 初  

警2 

28頁 

ＩＣＴ人材育成の推進 

 最新の専門的知見を有する民間企業等が実施

するＩＣＴ研修等をＩＣＴ担当職員に受講させ

ることにより，情報システムの企画，構築及び保

守並びに情報セキュリティ対策等の実務を担う

専門人材の継続的育成を図ります。 

警察本部 

総務部 

情報管理課 

- 

 

 初  

警3 

20頁 

テレビ会議システムの 

運用 

 テレビ会議用ソフトウェア等を警察本部シス

テムに整備するとともに，Ｗｅｂカメラ搭載ノー

ト型ＷＡＮ端末を各警察署等に整備及び毎年度

増強し，これらを宮城県警察ＷＡＮ回線で接続し

てテレビ会議システムを構成し運用することに

より，３密を回避しつつ開催場所や時間にとらわ

れない会議，研修，打合せ等を行うことを可能に

します。 

警察本部 

総務部 

情報管理課 

R2 

 

警4 
「みやぎ Security メー

ル」による情報発信 

 宮城県警察では,「みやぎSecurityメール」を

活用して，県内で発生した「犯罪発生情報」や犯

罪被害に遭わないための「防犯情報」をメールで

配信しています。 

警察本部 

生活安全部 

生活安全企画課 

- 

 

警5 交通管制システムの運用 

 交通管制システムは，道路上の各種感知器から

収集した交通量や走行速度等の交通情報に基づ

いて，信号機の制御や各種メディアにより交通情

報の提供を行っています。安全で円滑な交通の確

保を実現するため，交通管制システムの標準化更

新や運用を行い，付属品の光ビーコンや交通情報

板ではドライバーに対してリアルタイムの交通

情報を提供します。また，自動運転の実用に向け

て検討を推進します。 

警察本部 

交通部 

交通規制課 

- 

 

※「警…」関連システムについては警察本部管理 

http://www.pref.miyagi.jp/site/mmoa/
http://www.pref.miyagi.jp/site/mmoa/
http://www.pref.miyagi.jp/site/mmoa/
https://www.thm.pref.miyagi.jp/
https://www.thm.pref.miyagi.jp/
https://www.pref.miyagi.jp/site/kengikai/
https://www.pref.miyagi.jp/site/kengikai/
https://www.police.pref.miyagi.jp/
https://www.police.pref.miyagi.jp/
http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/seian/gaitohanzai/securitymail/index.html
http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/seian/gaitohanzai/securitymail/index.html

