
平成１７年度非予算的手法一覧表

条例等制度対応

名称 内　容 担当部局 担当課室・機関
関連する
重要政策
事項

攻めの情報公開

・　情報公開条例の改正（平成17年4月施行）などにより、県政運営の透明性をより向上さ
せるとともに、開示請求者の利便性を一層高めるもの。
　（改正項目等）
　　○地方三公社の実施機関化など出資団体等の情報公開の推進
　　○口頭による簡易開示の実施
　　○一覧表等による開示　等

総務部 県政情報公開室

既存資源活用型地域再
生支援事業
～目覚めよみやぎ（仮称）～

・　「既存資源に内在する価値の発現と価値の増大化」を基本とする県独自の地域再生
の支援策・誘導策を体系的に構築し、国の地域再生支援策を徹底利用して推進する。
・　推進体系
　（１）既存施設等の転用・機能付加による価値創造
　　　○補助整備施設等の有効活用・転用促進、　　○県施設の対外開放、
　　　○既存インフラの機能付加、
　　　○有効活用促進のための優遇税制等の検討等
　（２）規制緩和による自由な経済、社会活動の促進
　　　○地域再生・特区の推進、　　○国権限移譲の促進、
　　　○制度の周知と県民意見反映等
　（３）市町村の再生支援
　　　○県補助施設の有効活用・転用支援、　　○市町村振興総合補助金の創設、
　　　○ふるさと市町村圏基金の自主運用拡大
・　推進体制
　企画部が中心に「既存資源活用型地域資源再生支援の方針」を策定し、庁内一体と
なった取組を推進

企画部 地域振興課

環境マネジメントシステム
普及促進事業
（建設工事入札登録事業者

に対する評点の付与）

・　事業者が環境に配慮した事業活動を推進するためには、環境マネジメントシステムの
導入が効果的であることから、県の既存制度を活用した誘導施策により、その普及促進
を図る。
・　具体的には、建設工事入札参加資格登録等の加点項目に環境マネジメントシステム
の認証取得を加える。（ISO14001は平成１３年度から加点しており、みちのく環境管理規
格は平成１７年度から加点する。）

環境生活部 環境政策課

みやぎ食の安全安心推
進条例に基づく、みやぎ
食の安全安心確保県民
総参加運動
（食の安全安心消費者モニ
ター制度・食の安全安心取組
宣言）

・　食の安全安心消費者モニター制度（消費者の役割を自らの行動により積極的に果た
す人材を育成するとともに，多くの消費者の目で食の安全安心を確認することを目的とし
て，県内に住む食の安全安心に関心のある消費者の方々にモニターとして登録してい
ただき，ボランティアで食品表示に関するモニタリングやレポートの提出，情報提供，講
習会等への参加等の活動を行っていただくもの。)
・　食の安全安心取組宣言（生産者・事業者の食の安全安心に関する取組を消費者に
伝えることにより，自らの食の安全安心への意識の高揚を図り，消費者が食品を選択し、
購入する際の目安を提供することを目的としている。生産者・事業者は，県のガイドライ
ンに基づき自主基準を定め，その基準を公開するとともに，ロゴマークを使用して，食の
安全安心の取組を広く県民にＰＲするもの。県はガイドラインの設定やホームページ上で
のＰＲ、買取検査を実施。）

環境生活部
食と暮らしの安全推進
課

HACCP定着事業
　（「目指せ！HACCP」推進
システム）

・　食の安全・安心が求められるなか、HACCP（ハサップ；危害を分析し、重要管理点を
定めて監視することにより、食品の危害発生を防止するシステム）の考え方に基づいた食
品の衛生管理システムの導入が推奨されているが、国のHACCP承認制度は専門の知
識や高度な施設・衛生管理が必要なため、承認取得は一部の大規模製造業者に限られ
ているのが現状である。
　　そこで、新たに県独自の食品衛生自主管理登録・認証制度を創設し、中小の食品製
造・加工施設等でHACCPの手法を取り入れ、一定のレベル以上の衛生水準を保ってい
る施設を評価し、業界全体の衛生レベルの向上を図る。

環境生活部
食と暮らしの安全推進
課

「産業廃棄物の処理の適
正化等に関する条例」の
制定

・　産業廃棄物の不法投棄、不適正保管などの不適正な処理を未然に防止し、早期に
解決するために必要な規制を条例化する。

環境生活部 廃棄物対策課

ポジティブ・アクション推
進事業
（入札参加登録業者に対する
評点の付与）

・　企業における女性の積極的活用のための措置（ポジティブ・アクション）を入札参加登
録制度と関連づけて促進し企業における男女共同参画を推進する。
　　職場における男女共同参画の推進状況をポジティブ・アクションシートにより企業自ら
が点検することにより現状を認識し，見直すためのきっかけづくりとすることが目的であ
り，さらにシートを審査の上，優れた取り組みについては，入札参加登録審査における評
点付与（加点）対象とすることで，企業におけるポジティブ・アクションを促進するインセン
ティブの１つとするものである。

環境生活部 男女共同参画推進課

「青少年保護条例」の改
正

・　青少年を有害な環境から保護することを主眼とした限定的な内容となっている現行の
条例に「青少年健全育成」の観点を加え、「次代を担う子ども・青少年の健全育成」を社
会的責務として位置づけるなど、総合的な条例に改正する。
　　また、青少年のカラオケ店等の興行場への深夜の立ち入らせ規制を新設するなど、
健全な育成を阻害する行為の規制を強化する。

環境生活部 青少年課

悩みを抱
えた子ど
も・青少
年対策

｢障害者差別救済条例｣
の制定

・　障害者に対する差別や権利侵害からくる様々な問題に対応するため，｢障害者差別
救済条例｣を制定する。そのことにより｢みやぎ知的障害者施設解体宣言｣の理念実現の
ため，平成17年度から予定している地域生活支援施策の集中的な展開がより効果的な
ものとなる。

保健福祉部 障害福祉課

知的障害
者施設解
体宣言の
理念の実
現
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名称 内　容 担当部局 担当課室・機関
関連する
重要政策
事項

公営住宅への障害者単
身入居事業

・　身体障害者同様，知的・精神障害者についても公営住宅への単身入居が可能となる
よう，構造改革特区制度を活用し規制緩和を求めていたところであるが，国土交通省に
おいて平成１７年度中に省令改正が行われることとなったため，同省令改正を契機とした
障害者の公営住宅への単身入居を進めていく。

保健福祉部 障害福祉課

知的障害
者施設解
体宣言の
理念の実
現

県営住宅入居の際の公
的保証人の容認

・　県営住宅に入居する際の連帯保証人は，個人を想定しているが，滞納家賃の担保が
確実な団体を公的保証人として容認（条例改正）することにより，連帯保証人を立てるこ
とが困難な障害者の居宅支援を図る。

土木部 住宅課

知的障害
者施設解
体宣言の
理念の実
現

信用力・調整力活用

名称 内　容 担当部局 担当課室・機関
関連する
重要政策
事項

傷病野生鳥獣フォス
ター・ペアレント制度
（傷病野生鳥獣の一時飼養
に必要な餌の無償提供ルー
トの整備）

・　傷病野生鳥獣が治療後早期に野生復帰できない場合、アニマルレスキュー隊員（ボ
ランティア）に放鳥獣できるまでの間の一時飼養を依頼しているが、飼養にかかる経費
（主に餌代）の負担が増大しており、隊員の志気低下も懸念される。
　　このため、県民（個人、企業）に対し、不用となった食材等で飼養鳥獣の餌となるもの
の無償提供を呼びかけ、その提供ルートを整備するとともに、提供者に対して、必要に
応じて一時飼養の様子を手紙や写真で連絡する。
　　これにより、隊員の負担軽減を図るとともに、鳥獣保護及びアニマルレスキュー隊員
の活動に対する県民の理解を促進するもの。

環境生活部 自然保護課

災害時要援護者の受入
施設に関する協定の締
結

・　市町村が設定する高齢者・障害者等要援護者の福祉避難所の補完的機能として、県
が旅館、ホテル等と協定を結び災害時における要援護者の受入施設を確保する。

保健福祉部 保健福祉総務課

宮城県沖
地震の再
来に備え
た取り組
み

みやぎ地域医療医師登
録紹介事業

・　地域医療に興味のある医師及び子育て等のために臨床を離れた女性医師等を対象
に，地域の自治体病院・診療所で勤務を希望する医師をメールや申込書により登録し，
県が自治体病院・診療所に紹介する制度を創設する。

保健福祉部 医療整備課

地域医療
体制の整
備と医師
不足の解
消

総合商社や大学等との
包括提携・協定

・　総合商社や東北大学等と緩やかな包括提携を結ぶことにより，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総合商社等が持つノウハウを活用し，新たな
地域経済の振興を図る。

産業経済部 産業政策推進室

建設業経営多角化支援
事業
(建設業経営多角化応援隊）

・　建設業経営多角化支援として，土木部に建設業総合相談窓口を設置（一部Ｈ１６年
から実施）する。その際，農林業，介護福祉等の各建設業支援策をパッケージとして提
示するとともに，パンフレット作成や説明会の開催など，各分野に関する情報提供と相
談・助言を行う。建設業から新分野へ進出する気運を醸成させることを目指す成果とす
る。また，建設業本来の経営体質強化に関する支援を行う。
　（１）建設業経営多角化支援事業
　　　○建設業総合相談窓口の設置（H17年２月から１箇所設置）
　　　○経営多角化説明会の開催
　　　○経営多角化支援パッケージの提示
　（２） 建設業者間連携支援事業
　　　○合併協業化等の手続書の作成，配布

土木部 事業管理課

違反広告物除去サポー
ター

・　違反広告物の除却活動については行政が主体となって行っているが，現行の対応だ
けでは限界がきている。
・　一方で，町内会清掃活動の一環として，ボランティア団体が違法広告物を撤去しよう
とする動きも見られるが，現在のところ県の土木事務所職員の指揮監督下で実施する以
外は，法律上問題がある。
・　これらのことから，自主的に違反広告物を除去しようとするボランティア団体を知事が
認定し，電柱や信号機等に貼られている違法な「はり紙」を除去してもらい，違反広告物
のない美しい街づくりを目指す。
　○　平成１７年度からボランティア団体を募集
　　　・　違反広告物除去サポーター講習会の開催
　　　　　除去サポーターとして申し込みのあったボランティア団体に対する「はり紙」除去
　　　　　等の講習を実施
　　　・　ボランティア団体の認定
　　　　　権限が委任された団体であることを証する腕章，身分証明書等を交付するととも
　　　　　に，除去用具を配布し除去活動を開始

土木部 都市計画課

コーディネーター人材バ
ンク事業

・　市町村，地域及び学校などで必要とする指導・助言者の情報を一元的に入手できる
環境を整えるため，県教委が県内の様々な団体・機関から協力を得，人材バンクとして
ホームページを設ける。

教育庁 生涯学習課
みやぎら
しい教育
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財産・情報活用

名称 内　容 担当部局 担当課室・機関
関連する
重要政策
事項

みやぎ夢大使

・　宮城県を全国にＰＲしてもらうことにより、宮城県のイメージアップを図るとともに、県外
から幅広く宮城県に関することを提言として寄せてもらう。
　　平成8年～100名（任期３年）
　　平成11年～100名（任期３年）
　　平成14年～50名（任期２年）
　　平成16年～59名（任期２年）

総務部 広報課

選・みやぎの現場
～いきいき民間活動～

・　県民と一緒に考える県政を実現するため、県職員が常に「現場」を意識しながら地域
の実情を把握し、それを政策に反映させることを目的として、下記により団体・企業・個人
等を選考し、県民に公表する。
　
　　○庁内選考委員会で選考
　　○ホームページ、冊子、記者発表等により公表
　　　　　'０２；27部門205現場　　　　'０３；23部門204現場

総務部 広報課

メールマガジン発行事業
・　宮城県メールマガジン「メルマガ・みやぎ」の発行。
　　平成17年１月１４日現在登録者数　1,920

総務部 広報課

県庁参観デー

・　県政に対する県民の理解と関心を深めていただき、開かれた県政を推進するため
に、県民が自由に県庁を参観できる「県庁参観デー」を実施する。
　　平成１５年度　２４４名参加　知事との懇談　１０名
　　平成１６年度　２６１名参加　知事との懇談　２２名

総務部 広報課

行政庁舎ロビー等の利
活用

・　行政庁舎ロビーや講堂等を活用し県の事務事業を紹介することにより，県政に対する
理解と親しみやすい県庁の実現を図る。
　　○行政庁舎１階ロビー
　　○２階講堂及び講堂前ロビー
　　○１８階展望ホール
　　○行政庁舎前敷地

総務部 管財課

市町村環境政策立案サ
ポート事業

・　内容：環境基本計画の策定等の環境政策を推進しようとする合併後の市町村に対
し，政策立案を支援するため，積極的に県職員の派遣，研修の実施，県が保有している
環境情報の提供等を行う。
・　成果：市町村の環境施策の立案を支援することによって，県が推進する環境関連施
策の一層の浸透が図られる。

環境生活部
環境政策課
他関係課

「犬猫しつけホットライン」
事業

・　不適切な飼育やしつけ方に起因するとおもわれる苦情を減らすため、電話による犬及
び猫の飼養者に対する飼い方・しつけ方相談を行うもの。

環境生活部 保健福祉事務所

衛生的な食品加工場等
の写真集作成

・　衛生的な食品製造・加工場の写真を収集し，「衛生的な加工場を建設するための写
真集」を作成する。作成した写真集は，営業者が加工場等を改善又は新築する場合の
参考例として活用する。

環境生活部 気仙沼保健福祉事務所

暮らしの安全・安心出前
講座

（講座１）
　　食中毒を含む各種感染症の集団発生を未然に防止するため，集団発生が起こる可
能性がある幼稚園，保育所，老健施設などの職員を対象に，職員が出向き保健環境セ
ンターで得られた科学的な検査データなどを加えながら，わかりやすく研修や助言を行
う。
（講座２）
　　おいしい水，安全な水など，飲み水に関心が高まっている現在，水道水の水源から
浄水工程を経て家庭の蛇口に至るまでのプロセス，井戸水，銘水など飲料水として備え
ていなければならない要件，及びその水源の環境保全，維持管理の必要性についての
理解を深める。
（講座３）
　　ダイオキシン類の発生源，及び大気環境，河川，湖沼，底質，土壌環境中の濃度，さ
らにその毒性，また測定法などについて，県民に積極的に情報の提供を行う。

環境生活部 保健環境センター

総合学習サポート教室事
業

・　総合学習の中で小中学生が自主企画した保健・環境に関する課題について一日学
習会を開催する。これにより，地球環境問題の理解を深め学校での保健・環境教育の一
助とし，次世代の育成に役立てる。

環境生活部 保健環境センター

保健環境センターラボ体
験事業

・　環境問題に取り組んでいる県民を対象に，短期間センターの業務を体験してもらうこ
とにより，一層の支援を行うとともに分析・測定調査研究の理解を深める。
・　農薬をはじめとする環境汚染物質に関する測定は分析機器類の急激な進歩によって
極めて高感度で検出できるようになった。県民とくに小中高校生を対象として，測定原理
などを概説するとともに衛生行政などについても理解を深めてもらう。

環境生活部 保健環境センター

保健医療福祉ポータル
サイト「ほっとページ＠み
やぎ」

・　保健・医療・福祉の各分野の相談窓口，施設，制度・サービス等に関する情報を積極
的に提供するとともに、一元的に管理し，情報提供するポータルサイトを開設することに
より，県民の多様なニーズに対応したワンストップサービスを実施する。コンセプトは，素
早くたどりつける，相談窓口が明確，関連情報にリンクしやすいサイトをめざす。

保健福祉部
保健福祉部内各課(室)
各地方機関
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名称 内　容 担当部局 担当課室・機関
関連する
重要政策
事項

聴覚障害者対応ＴＶ電話
設置事業

・　聴覚障害者のコミュニケーション確保策の一環として、県庁へ来庁した聴覚障害の方
と総合案内窓口との円滑な意思交換を可能とするため、さらにはシステムの普及を図る
ため、総合案内窓口にテレビ電話を設置し、聴覚障害者のための遠隔手話・筆談サ
ポートを実施する。

保健福祉部 障害福祉課

知的障害
者施設解
体宣言の
理念の実
現

みやぎ海外支援ネット
ワーク構築事業
ｍａｆｎｅｔ（Ｍｉｙａｇｉ　Ａｓｉａ　ａｎｄ
ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　Ｆｕｔｕｒｅ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）支援事業

・　留学生と企業とのネットワーク形成の場であるｍａｆｎｅｔの支援。
　　ｍａｆｎｅｔはホームページを媒介とした情報交換オンラインミーティング及び月１回のオ
フラインミーティングを行いｆａｃｅ　ｔｏ　ｆａｃｅの情報交換を実施し人と企業との新しいネット
ワークの構築を推進している。これらの支援活動は、国際経済室及びＪＥＴＲＯ仙台情報
センターの職員もｍａｆｎｅｔ事務局の一員として民間人とともに実施している。

産業経済部 国際経済室

農業普及情報発信強化
事業

・　農業者が必要とする情報提供を強化し、県施策の推進と農業経営の改善に資する。
　　○「普及センターだより」に県域版のページを追加し発行する。
　　○活動テーマ別の情報紙を発行
　　○「メールマガジン」による情報提供
　　○農業普及情報のデータベースづくり

産業経済部
農業振興課
地方振興事務所

みやぎの田園環境教育
支援事業

１　農業農村の多面的機能啓蒙促進
　　農業・農村の持つ多面的機能や農業農村整備事業について，まるごとフェスティバ
ルや七夕まつりなどの機会を捉えてＰＲを行うため，蓄積された農村環境に関わる写真を
活用した写真展などを開催することにより，農業・農村への関心を喚起していく。
２　「環境と共生する農業・農村づくりを探るための研修会」
　　農業・農村整備事業に携わる県職員を対象とし，環境や生き物，地域住民参加手法
等に関する研修会を開催するが，同じ業務に携わる市町村，土地改良区等の関係者は
もとより，それ以外の希望する県民等の受講も可能とする。
３　「田んぼの学校」活動支援
　　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やＰＴＡ等の
要請に応じ，農業・農村の多面的機能や農業農村整備事業の説明，田んぼの生きもの
調査の指導等を行う講師として職員を派遣するほか、活動団体から発信する広報資料
の作成支援を行う。

産業経済部

農村基盤計画課
農地整備課
むらづくり推進課
各地方振興事務所

「おおさき山がっこ情報
バンク」

・　小・中学校の教育の場において、児童生徒が様々な体験活動を通して、森林の役割
や資源の循環などについて学習する森林・林業教育の実践が広く求められている。この
ことから、地域の「自然」「人材」及び「体験」をキーワードとした森林・林業教室を推進す
るため、指導者の登録・紹介や学習プログラムの提案等の支援機能を備えた「おおさき
山がっこ情報バンク」を運用していく。

産業経済部 古川地方振興事務所

築館合同庁舎つきまつ
金曜市の開催

・　毎月１回、月末の金曜日に合同庁舎１階の県民ロビーを開放し、地域の地場産品の
販売を開催するもの。
　　将来的には、地元の生産者や加工連等が自ら活動を推進していけるよう支援するとと
もに、地産地消の拡大を図るもの。（地場産品直売所）

産業経済部 築館地方振興事務所

「登米地域の宝」発信活
用事業

・　優れた技能、蓄積された生活技術をもつ登米地域の農業者等をリストアップ化し，
ホームページ，掲示板等で広く紹介し，技能を提供できる人とその技能を求めるものとの
コーディネートをはかり，地域の人材を食育等に活かす。熟年者層の生きがい創出，世
代間交流，地域文化の継承にもつなげる。

産業経済部 迫地方振興事務所

オンラインショップ連携支
援事業

・　平成１４～１６年度に地域重視型事業で立ち上げ，活動を支援してきたオンライン
ショップ「いしのまき旬鮮市場」については，県事業終了後も引き続きオンラインショップ
参加者が協議会を立ち上げ運営を継続していくこととしている。
　　このため，当該協議会の運営及び参加店と他食関係団体との連携・共同事業等につ
いて情報提供等を含めた支援を行う。

産業経済部
石巻地方
振興事務所

南三陸な産直を考える集
い事業

・　管内のグリーン・ツーリズム実践者などアグリビジネスに携わる人々や施設について、
現地視察を含めた調査を行い、データベースとして整理する。
　　また、グリーン・ツーリズム実践者などを対象とし、データベースを活用した効果的な
情報交換の場を提供するとともに異業種間のネットワークづくりを支援し、地域ぐるみで
の活性化を支援する。

産業経済部 気仙沼地方振興事務所

アートなまちづくり応援事
業

・　橋梁の下部工や壁高欄あるいは擁壁等の道路構造物の壁面について、描画希望者
に対し絵画スペースとしての利用を認めるものである。
・　道路法上の申請者は市町村が認めた団体等に限定されるとともに、土木事務所で交
通安全上及び景観上支障ないと認めたデザインや箇所に限定される。

土木部
道路管理課
各土木事務所

道路施設を利用した地
域経済活性化支援事業

・　チェーン着脱場や簡易パーキングを利用して、地場産品等の販売を認めることによ
り、地域経済の活性化を支援するものである。
・　道路施設の占用にあたっては、施設内の清掃等の維持管理を行うことを前提とする。

土木部
道路管理課
各土木事務所

未利用財産（土地）登
録・処分促進事業

・　道路建設事業において，残地買収や小規模公園用地として取得しながら活用されて
いない土地を，可能な限り未利用財産として調査，台帳登録し，処分の可能性を検討す
る。

土木部 道路建設課

河川親水空間の有効利
用推進事業

・　河川敷は、多目的な利用形態を可能にする貴重な公共用地であるが、その一部にお
いて無許可の不法な耕作、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などを実施した後、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。

土木部
河川課
大河原土木事務所
気仙沼土木事務所
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名称 内　容 担当部局 担当課室・機関
関連する
重要政策
事項

知水カルテ整備事業

・　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ことによって、住
民と行政との信頼関係を構築していくものである。

土木部
河川課
各土木事務所

津波防災ウォッチング

・　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ものである。
　（１）沿岸部における安全や防災についての話し合いの場の設定
　（２）議論を通じての参加者の情報の共有化
　（３）津波発生時における避難の必要性と方法の認知
　（４）津波浸水予測をもとにした、まち（地域）の再発見（確認）
　（５）津波防災に関する地域住民の合意形成及び防災意識の高揚・醸成
　（６）履歴管理に基づく維持管理の徹底

土木部
河川課
関係土木事務所

浄化センターロビーを活
用した水洗化のＰＲ

・　浄化センター見学の際，省エネ型水洗機器の展示スペースを設け、環境への負荷の
少ない商品の紹介と併せて水洗化の普及拡大を図る。

土木部
下水道課
中南部下水道事務所

下水道汚泥のコンポスト
化

・　下水道汚泥から発生するコンポストを公園や公共的な施設へ利用したり、施設見学者
へ無料で配布する。

土木部
下水道課
中南部下水道事務所

みやぎの高校まるごと早
わかり情報提供事業

・　みやぎの高校データブックの作成・公表
　　宮城県の県立高校への進学を希望する中学生及びその保護者等が、学校を選択す
る際にその判断材料とすることができるよう、宮城県の県立高校の卒業後の進路の状
況、教育内容、教育環境、入学手続き等に関する情報（例：進学・就職実績、特色ある教
科・教育方法、施設・設備の整備状況等）を、系統立った、一覧できる分かりやすい形に
整理し、その上で、その内容を、全国どこからでも、また、海外からも参照できるよう、使い
やすいホームページの形で公表するとともに、冊子にも取りまとめ頒布する。

教育庁 教育企画室

「文化財保護の手引き」
作成事業

・　文化財保護行政の円滑な推進を図るため、文化財の概要、保護の概念、事務処理
基準等について、分かりやすく解説した手引を作成し、ＣＤに入力して関係機関に配布
する。また、ホームページでも公開し、誰でも利用できるようにする。

教育庁 文化財保護課

発見！！私達（おらほ）
の昔（発掘現場公開）

・　地元小・中学校や地域住民に発掘調査現場を随時公開し、実際の作業を見てもらう
ことによって、発掘調査事業や文化財保護の重要性についての理解を深めてもらう。場
合によっては発掘体験も可能。

教育庁 文化財保護課

古典・名作文学複製本
巡回展示貸出事業

＜事業概要＞
・　県図書館が，県内の全ての高校に希望の有無の照会を行い，希望校に，古典・名作
文学の複製本を順次，巡回展示する事業。
・　「源氏物語」，「方丈記」など古典文学作品４０冊，また「吾輩は猫である」や「羅生門」
などの著名な作品８０冊を，希望高校に送付，当該校に展示し，高校生及び一般県民に
公開する。
＜事業目的＞
・　高校生に関しては，原本と寸分違わない古典・近代文学作品を間近に手に取り目に
することで，日本の優れた歴史と文化に対する認識を深め，読書機会の提供・充実に資
する。また，展示に際しては図書委員による説明文作成など，生徒の企画力の向上に資
する。
・　一般県民に関しては，文字と紙質に歴史が刻まれた復刻版を間近に見てもらうこと
で，当時の著名な古典・近代作品に対する感慨をより深めてもらい，改めて著名作品に

教育庁 県図書館

県図書館所蔵文化財移
動展示事業

＜事業概要＞
・　平成16年度に「22世紀を牽引する叡智の杜づくり事業」の一環として整備した県図書
館所蔵の貴重資料の修復とレプリカ作成を行った江戸時代最大の鳥類図鑑「禽譜」や
仙台城下の町並みなどを表した古地図「仙台城絵図」などのレプリカを1セットとして，県
内公立高校を対象に貸出を行う。
＜事業目的＞
・　歴史的に見て優れた資料が県内にあることについて，生徒に認識を持ってもらうととも
に，優れた貴重資料に間近に触れることで，知的な好奇心や学習意欲の喚起を促すも
のである。

教育庁 県図書館

治安対策に対する理解と
協力を得るための広報活
動

・　 県民に対して治安対策への理解と協力を得るために、各種広報媒体を活用し警察
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

警察本部 広報課

ホームページでの犯罪
情報提供活動

・　県警ホームぺージに多発罪種の分析情報と警察安全相談・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１人ひとりの防犯意識の普及を図る。

警察本部
生活安全企画課
情報管理課

的確な交通事故分析と
分析情報の提供

・　 発生した交通事故を分析の上、インターネットによる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。

警察本部 交通企画課
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企画実践・協働

名称 内　容 担当部局 担当課室・機関
関連する
重要政策
事項

みやぎ出前講座「皆さ
ん、あのね・・・」

・　県民ニーズの把握と説明責任の向上を図るため、県が重点的に取組む施策等に関
するテーマについて、県民からの希望に応じ、職員が直接出向いて説明し、意見交換
する「みやぎ出前講座」を実施し、県政に対する県民の理解を一層促進するとともに、県
民と県のコミュニケーションの向上を図り、県民の声を県政に反映させる。
　　平成１４年度　　３３件申込み（４０メニュー）
　　平成１５年度　　８２件申込み（１１９メニュー）
　　平成１６年度　　　　（１６８メニュー）

総務部 広報課

新球団支援事業
～がんばれ東北楽天
イーグルス！～

・　新球団は地域密着の球団運営を標榜している。県としては，これを支援し，新球団が
地域に根差し，コミュニティーの核として発展することを助長し，県民が心身の健康と生
活の楽しみを享受出来るような地域社会の実現に繋げるもの。
　（１）新球団Ｗｅｂページ紹介
　　　フランチャイズ支援局のＷｅｂページ上に，新球団のＷｅｂページをリンク貼付する。
　（２）フランチャイズ球場活用県政・地域情報発信
　　　宮城球場の電光掲示板（大型映像装置の場合あり）を使い，試合観戦者に県政情
報や地域情報等を発信する。
　　　県広報媒体を利用し，積極的な球団関係情報の発信を行う。
　（３）支援会議の開催
　　　東北６県プロ野球新球団連絡会議及び仙台市担当部局との連絡調整会議を，平
成１６年に引き続き適宜に開催し，球団支援に係る情報共有を図り，連携支援の検討等
を行う。

企画部
企画総務課
(フランチャイズ支援局）

自転車安全利用推進事
業

・　無灯火，二人乗り，歩道上の無謀走行等，自転車のマナー違反が問題となっており，
自転車が加害者となる交通事故も増加していることから，自転車利用者のマナーアップ
を図るため制定された｢自転車交通安全の日」（毎月15日）に，交通安全県民運動の一
環として自転車の安全利用推進運動を展開して，自転車事故の減少を目指す。
（事業例）
　○市町村，警察，交通安全関係機関が一体となった自転車安全利用運動の推進
　○自転車が遵守すべき交通法規の周知，啓発
　○春・秋の交通安全県民総ぐるみ運動等における集中的な啓発運動の展開
　○学校関係者と連携

企画部 総合交通対策課

交通指導員街頭指導方
法のマニュアル化推進

・　児童生徒の通学時等の交通事故防止を図るため街頭指導を行っている交通指導員
について，街頭指導方法のマニュアル化を推進し，交通指導員の資質向上を図るととも
に，交通指導員相互の情報交換を円滑に行うための体制強化を図る。
（事業例）
　○警察本部と連携した研修の充実強化
　○研修内容を踏まえた交通指導員の街頭指導方法のマニュアル化
　○交通指導員相互の情報交換を図るための，交通指導員連絡会議の体制強化

企画部 総合交通対策課

公共交通利用促進モニ
ター事業

・　バスや鉄道などの公共交通は、マイカーの普及に加え、少子化・人口減少により利用
者が減少し、特に地方部においてはその維持が厳しさを増している。
　　県としては、公共交通事業者や市町村に対して、地域の事情にあった利便性のよ
い、効率的な公共交通の運行を指導しているが、利用客の減少に歯止めがかからない。
　　そこで、一般県民に「公共交通利用促進モニター」を委嘱し、公共交通の実情や交
通ネットワークのあり方などについての意見を頂き、施策に反映させるもの。
（事業例）
　○テーマ設定によるレポートの提出

企画部 総合交通対策課

宮城県交通関連施策体
系化事業

・　県の各課室及び国、仙台市等において交通関連施策が個別に実施されている。
　　各交通関連施策における計画の多くは、ハード事業の実施を前提に、事業の必要性
や優先順位などから独立して策定されている。
　　将来的には、各交通関連施策が連携して総合的、効率的に事業を実施できるよう宮
城県交通計画として取りまとめるのが望ましいが、その前段階として各交通関連施策を
体系化しておく必要がある。
　　そこで、県の各課室及び国、仙台市等において個別に実施されている渋滞対策や交
通ネットワーク構築等の交通関連施策を体系化し、県内の交通関連施策の課題把握に
努めるものとし、将来の総合的な計画の策定につなげる。

企画部 総合交通対策課

情報天才異才塾・デジタ
ルアカデミー先輩塾

・　情報天才異才塾・デジタルアカデミーの卒塾生、ＴＡ（ティーチングアシスタント）、関
係団体、県からなるネットワークを構築する。
・　幅広い年代の塾経験者が集まり、ネットワークを形成することにより、情報分野の新た
な人材の発掘・育成を目的とするとともに、卒塾生等の自主的な活動による地域の情報
化推進が期待される。
　　（会の設立に向けて準備中。平成１７年度に発足予定）

企画部 情報政策課
ＩＴ化の推
進

みやぎＩＴ企業活動支援
ネットワーク構築事業

・　県内のIT企業の実態を把握し、県の施策に活用するための調査をＥメールにより行
う。
・　当該企業情報のデータベースを構築する。
・　Ｅメールによる企業との情報交換や県からの情報提供ができる体制を確立する。
　　調査対象：５７３社（県内の「インターネット関連サービス」「ソフトウェア業」「情報処理
サービス」企業）

企画部 情報産業振興室

コールセンター求人情報
提供事業

・　県が誘致したコールセンター事業者における求人情報について，ハローワーク仙台
及びみやぎジョブカフェ内に情報コーナーを設置するとともに，高校等に対する個別訪
問を実施すること等により，求職者等への提供を行う。

企画部 情報産業振興室

6



名称 内　容 担当部局 担当課室・機関
関連する
重要政策
事項

みやぎバーチャル環境
学校の開校

・　みやぎ環境教室の開設
　　企業・県民の必要とする環境に関する多様な情報・資料をインターネット等で提供す
る。
　　成果：広く環境に関する学習・認識を身近にとらえ深めることが可能となる。
・　みやぎ環境何でも相談室の開設
　　上記により企業・県民が環境に関する事項につき疑問等を持った場合にそれをイン
ターネット等で提案し，県庁担当箇所及び他の利用者等により回答を提供する。
　　成果：県民の問題関心に回答する場を設けることで，環境問題への関心及び自ら解
決策発見に参加・寄与する意欲を高める。

環境生活部 環境政策課

メールマガジン発行事業 ・　自然保護情報メールマガジン「みやぎの自然」の発行 環境生活部 自然保護課

「HELLO　MIYAGI」
～在住外国人向け多言
語情報番組創設事業

・　急増する外国籍県民等の日常生活や災害時の情報確保を支援するため，ラジオ等
県内メディアと連携した多言語による情報提供を行う番組の創設を目指し，これを活用し
て外国籍県民支援事業の啓発・認知度アップを図るとともに，日頃から多言語情報媒体
として県内在住の外国人等に認められる番組として，宮城県沖地震等発生時など非常
時にも思い出してもらえる存在としていく。

環境生活部 国際交流課

宮城で学びたい！支援
事業（海外からの研修希
望者受入事業）

・　宮城県は福祉施策に代表されるように日本一を目指す諸施策を展開中である。アジ
ア発の先例となる優れた諸施策は，発展途上国における地域発展の一助となると思われ
る。
　　本件事業では，県は研修希望先との受入調整，研修機会（知識・技術の移転）の提
供を行い，その他の研修に要する費用負担は研修者負担として，県の機関に限定し研
修希望者受入制度を創出するものである。

環境生活部 国際交流課

災害時要援護者支援ガ
イドラインの作成

・　災害時において、高齢者・障害者等要援護者への支援が適切に実施されるように、
県として市町村向けに当該対応の指針を作成する。

保健福祉部 保健福祉総務課

宮城県沖
地震の再
来に備え
た取り組
み

楽天イーグルス・バリアフ
リー支援事業

・　宮城球場に来る観客に対して，「みやぎの福祉・夢プラン」の基本理念に沿った，人
的なバリアフリーの対応が可能となるよう，試合運営関係者（球団関係者，場内での売り
子，ガードマン等）を対象に研修事業をコーディネートする。

保健福祉部 地域福祉課

災害ボランティアセン
ター職員派遣体制整備
事業

・　宮城県地域防災計画（昭和３８年制定。平成１６年６月修正「震災対策編」）に基づき，
大規模災害時における県内外からのボランティア受入調整機関として，各市町村社会福
祉協議会，特定非営利活動法人みやぎ災害救援ボランティアセンターなどが中心となっ
て市町村レベル，県レベルの２段階に設置される災害ボランティアセンターに対し，県
が，その運営を支援するため県職員を派遣する。

保健福祉部
知事部局の課，室
及び地方機関等

宮城県沖
地震の再
来に備え
た取り組
み

医療なんでも相談窓口

・　県民の医療に対する関心が高まる中，県民からの医療に関する相談について一元的
な窓口を設置することにより，県民の医療相談の利便性の向上，適切な情報提供による
医療行政の透明化並びに患者及びその家族と医療機関等の相互の信頼に基づく医療
に寄与することを目的とする。具体的には専用電話や来庁，手紙，Eメールによる県民か
らの相談に対し，医療整備課職員（医師，保健師含む。）が一元的に対応し，情報提供
や助言を行う。所管外の事項については所管する部署と連絡調整して相談者へ回答す
るとともに，医療機関に関する相談について相談者の要望・了解がある場合は窓口から
医療機関に内容を連絡し所要の対応を要請する。

保健福祉部 医療整備課

多世代型共生のまちづく
り支援事業

・　高齢者から子どもまで多世代の共生を支える福祉のまちづくりを目指すため，区画整
理事業の計画作成段階から市町村と事業者に情報提供や助言を行い，介護や保育等
のサービス基盤の整備を誘導する。

保健福祉部
長寿社会政策課
子育て支援室
都市計画課

元気シニアのイキイキ応
援メニュー普及促進事業

・　団塊世代を含めた元気シニアの活躍の場・活躍するところの情報蓄積・提供の場と
マッチングをワンストップで行う相談体制づくり等を行う。

保健福祉部 長寿社会政策課

ツバメプロジェクト普及促
進事業

・　産業経済部が所管するツバメプロジェクトにおけるえん下訓練食等の取組成果につ
いて，現場の老人保健施設等の介護職員や指導に携わる県職員を対象とした研修会等
を通じ普及を促進する。

保健福祉部 長寿社会政策課

精神障害者社会適応訓
練（職親事業所の拡大）

・　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。このため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。

保健福祉部 各保健福祉事務所

健康危機管理体制強化
プロジェクト

・　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。

保健福祉部 各保健福祉事務所

ケアマネージャーサポー
ト事業

・　ケアマネジメントの技術向上により，質の高いサービス提供を図る。そのためケアマ
ネージャーの自発的新人研修等に対するケアマネージャー協会への講師派遣等による
支援，及び処遇困難を抱え悩んで解決できずにいる場合に，ケアマネジメントリーダー
やケアマネジメントアドバイザー等と連携により，元気に意欲と自信を持って従事できるよ
うに，ケアマネージャーを支援する。

保健福祉部 各保健福祉事務所
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名称 内　容 担当部局 担当課室・機関
関連する
重要政策
事項

家族介護者相談・支援
事業

・　在宅介護支援センターは地域ケアの拠点として様々な住民の相談を受けている。し
かし家族介護者への相談窓口が明確でないので，腰痛防止等介護技術に関する相談
に対し，必要に応じ当所の理学療法士，作業療法士，保健師が町担当者と共に訪問を
行うとともに，地区の研修会等に参加し，家族介護者の介護の軽減及び町等担当者の
技術アップを図る。

保健福祉部 各保健福祉事務所

保健福祉事務所アクティ
ブ出前講座事業

・　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。

保健福祉部 各保健福祉事務所

ふれあい「エコー」作戦
・　生活保護世帯は，独居老人等単身世帯が多数を占め，毎年何名かが人知れず死亡
している。このため，とかく地域と疎遠になりがちな単身生活保護世帯に町，民生委員等
の協力を得て安否確認を行う。

保健福祉部

仙南保健福祉事務所
仙台保健福祉事務所
大崎保健福祉事務所
気仙沼保健福祉事務所

セルフヘルプ・グループ
支援

・　病気や障害による同じニーズをもつ住民及びそれを予期する住民が特定の目的を達
成しようと自発的に活動しているグループに対し，専門職として役割を果たしながら支援
していく。また活動しようとしているグループに対しては育成支援を行う。

保健福祉部

仙南保健福祉事務所
仙台保健福祉事務所
大崎保健福祉事務所
栗原保健福祉事務所
登米保健福祉事務所

新規参入事業者サポート
事業

・　介護保険指定居宅サービス事業所において，基準に対する希薄な認識による質の低
いサービスの提供の防止を目的に，指定後一定期間内に事業所を訪問し，適正実施に
向けた支援を行う。また，事業所からの依頼により必要に応じ訪問による事業所支援を
行う。

保健福祉部

仙南保健福祉事務所
仙台保健福祉事務所
栗原保健福祉事務所
登米保健福祉事務所
気仙沼保健福祉事務所

特定疾患更新時ふれあ
い事業（ほっかほっかサ
ロン）

・　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。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。また希望があれば，個室で保健師等による療養相談も
する。

保健福祉部
登米保健福祉事務所
気仙沼保健福祉事務所

「自立支援機器わくわく
活用」事業

・　あまり活用が進んでいない自立支援機器について，機器メーカー等の協力を得なが
ら介護保険施設等に展示会等の開催、モニターからの実践報告会等を実施し、利用者
の自立支援機器活用の促進を図るもの。

保健福祉部
仙台保健福祉事務所
石巻保健福祉事務所
気仙沼保健福祉事務所

「ボランティアさん・ご覧
てぃあ（福祉関係）」事業

・　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するもの。併せ
て，医療計画上でもうたっている地域リハ，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もの。

保健福祉部

仙南保健福祉事務所
仙台保健福祉事務所
栗原保健福祉事務所
気仙沼保健福祉事務所

「障害者就労支援・廃油
リサイクルネットワーク構
築」事業

・　知的障害者や精神障害者の働く場を確保するため，管内の食品加工会社から排出さ
れる使用済み食用油を障害者施設に集め，自動車用の燃料（バイオディーゼル燃料。Ｂ
ＤＦ）に精製し販売する事業を支援するため，市町，障害者施設，食品加工会社，大口
需要者等からなる連絡協議会を立ち上げ，事業推進にあたっての様々な課題を検討す
る。

保健福祉部 石巻保健福祉事務所

「子どもが障害・難病を
持っていると分かった時
の親の支え合い」事業

・　子どもが障害や難病を持っていると分かった時の精神的ショックを和らげるため，既に
同じ障害や難病を持つ先輩親（その親族等関心のある者も含む。）を相談員（ボランティ
ア）として登録してもらい，相談希望のあった親（後輩親）のところへ出向いて３～６ヶ月程
度，後輩親の不安や悩み，悲しみ等を聞いてあげることにより，精神的ケアを行うもの。

保健福祉部
仙南保健福祉事務所
仙台保健福祉事務所
大崎保健福祉事務所

バイオマスエネルギーの
利活用に関する研修会・
研究会の開催

・　バイオマスを活用した新エネルギーの導入に当たっては，技術が日々進歩し，どの時
点でどのような施策を行うことが有効か慎重に検討する必要がある。そこで，関係者から
なる研究会を立ち上げ，新技術の導入による県内での産業化の可能性を検討するも
の。

産業経済部 産業政策推進室
新エネル
ギーの導
入促進

やる気商人商売繁盛実
践ネットワーク事業

・　「若手マネジャー等実践研修（旧　大型店体験研修）」の修了生（６９名）を対象に，県
内のやる気商人の交流を促進し，研修の成果及び経営上の課題について，事例報告
会，勉強会及び参加者相互の店舗見学会等を通じて，修了生の経営能力の向上及び
企業の発展を図る。
　　なお，県は全体会議及び上記勉強会等の開催に向けた連絡・調整を行うとともに，中
小企業経営基盤強化支援事業（経営の出前相談）により，経営課題の整理，財務状況
の分析，経営改善に向けた助言等の支援を行う。

産業経済部 経営金融課

”秋の行楽　みやぎ路旅
客大作戦
　～秋色満載みやぎの
観光～

・　「秋の紅葉」の時期に、自動車道の主要なＳＡ内に「秋色満載みやぎの観光案内所」
を開設し、職員自らが紅葉スポットの他に宮城の温泉の魅力等を紹介し、秋から冬に向
けての県内への観光客の誘致を図る。

産業経済部 観光課

民間企業等の農業参入
相談事業

・　農業への参入を希望する民間企業等からの相談に円滑に対応するため，「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。

産業経済部
農業振興課
地方振興事務所

みやぎ米売り込み大作
戦

・　農産物直売所を起点とした「みやぎ米」売り込み大作戦
　　県内各地にある農産物直売所の構成メンバーが生産した「みやぎ米」を商品と一緒
に必ずおいていただく。また、紹介資料としてみやぎ米の商品ＰＲパンフレット等も一緒
に配布するなどの活動を推進する。

産業経済部
農産園芸課
食産業・商業振興課
地方振興事務所

8



名称 内　容 担当部局 担当課室・機関
関連する
重要政策
事項

グリーン・ツーリズム情報
発信事業

・　グリーン・ツーリズムに関しては、規制緩和等により実施しやすい環境となっているが、
旅館業法や消防法、食品衛生法等、法律が関係しているため、一般の人には理解しづ
らい。グリーン・ツーリズム関係の勉強会に、県庁や地方振興事務所の職員を説明者とし
て派遣し、グリーン・ツーリズムの普及につなげる。
　　また、メールマガジンを活用した旬の情報提供、中山間地域の写真やグリーン・ツー
リズムの紹介パネルを各種イベント時に展示する。

産業経済部
むらづくり推進課
各地方振興事務所

農業農村リサイクル推進
支援事業

・　農業生産に係るリサイクル製品や間伐材の農業農村整備事業での積極的な活用や
耕畜連携の支援等により、農村部でのリサイクルを推進。

（１）地域内リサイクル推進による生産基盤や農業用施設のライフサイクルコストの低減の
推進
　　○農業農村整備事業における暗渠排水資材、下水道汚泥利用基盤材等リサイクル
　　　資材の積極的な導入
　　○官民交流の支援（リサイクル活動の地元意識の向上）
　　○農業生産に係る継続的なリサイクル体制の構築とルールづくり。
（２）間伐材等地域資源の利活用の推進
　　○間伐材、松くい材をチップ化し、暗渠排水疎水材として活用等
　　○間伐材利用水路の研究開発（間伐材利用した木製水路製品の開発と試験施行。
（３）耕畜連携サポート体制の推進
　　○建設業者の耕畜連携事業への参加（たい肥センター運営に参加した建設業者等
　　　によるほ場の大区画化と併せたセンター購入たい肥の施用（土づくり）を実施。）

産業経済部

各地方振興事務所
農村基盤計画課
農地整備課
農業振興課　等

地域住民との協働による
森林整備

・  管内２市３町に亘る海岸部に造成されている約２００haに及ぶ県有海岸防災林は，そ
の背後にある住宅，農地を飛砂，潮害等の災害から守る公益的な機能を発揮すると同
時に，近隣の風景と相俟って良好な自然環境を作るなど重要な働きをしております。しか
しながら，経年変化もあり森林機能の低下や環境及び景観の維持が憂慮されつつありま
す。こうしたことから，暮らしに役立つ大切な森林を育てるため防災林の整備（松葉掻き，
草刈り，枯れ枝落とし等）を地域住民と協働して実施するもので，係る行為により暮らしに
役立つ森林を地域社会全体で支える意識の醸成が図られます。

産業経済部 仙台地方振興事務所

農薬取り扱い等研修

・　ホームセンター等で農薬を購入する場合が多くなっていることに鑑み、適正な農薬の
使用法や農薬取締法の研修会を開催する。
　　○ホームセンター等担当者研修
　　　正しい農薬の知識を習得し、安全な農産物生産活動に資する。

産業経済部 仙台地方振興事務所

畜産との連携による間伐
材利用促進

・　耕作放棄地（水田転作）の放牧利用を推進するため，補助的な給餌施設を兼ねた日
陰施設を間伐材を利用して製作し，地域から産出される間伐材の利用促進を図る。
　　○宮城北部流域活性化センター栗原支部の協力を得ながら，施設の試作を行う。
　　○畜産関係者との連携を図り，情報提供や連絡体制を整備し支援する。

産業経済部 築館地方振興事務所

県民向け野菜栽培技術
及び農薬適正利用講習
会

・　農業者以外の一般県民に対する農作物の栽培基礎講習と農薬の正しい使い方の講
習等を実施する。
　　対象者：石巻市で運営している市民農園の利用者

産業経済部 石巻地方振興事務所

出張相談窓口の設置
・　大規模な事業において，用地買収，物件補償の内容，税の優遇措置，移転代替え地
情報の提供等の出張相談窓口を開設し，用地補償の交渉時以外にも，地権者が相談で
きる場を提供するもの。

土木部
土木総務課
各土木事務所

メーリングリストを活用し
たスマイルサポーター交
流促進事業

・　即時性の高い情報交換を行うことにより、道路ボランティア（スマイルサポーター）の
方々が持っている課題の解決を図るとともに、各認定団体間の意見交流の場としてメーリ
ングリストを活用するものである。

土木部 道路管理課

みんながスマイルレポー
ター

・　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ものである。
・　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、道路管理課が
スマイルレポーターとして認定する。

土木部
道路管理課
各土木事務所

森と湖に親しむ旬間
・　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。

土木部

砂防水資源課
仙台地方ダム総合事務
所
大崎地方ダム総合事務
所

樽水ダム湖畔清掃 ・　日本へら鮒研究会宮城県支部会員によるダム清掃活動。 土木部
砂防水資源課
仙台地方ダム総合事務
所

ダム流木炭化事業
・　洪水時等にダムへ大量に流れ込む流木を活用し，イベントに集まる県民に炭焼きを
体験してもらうとともに，その炭を山にまきダムの水質浄化や上流域の土壌改良を図る。

土木部
砂防水資源課
大崎地方ダム総合事務
所

浄水排出汚泥完全再利
用化事業（ゼロエミッショ
ン）

・　広域水道用水事業や工業用水道事業で発生する浄水汚泥について、産業廃棄物と
して埋立処分されているものを、建設資材等多様な用途にリサイクル活用を図っている。
・　学校のグラウンド材や園芸用土など、県民生活に関わりの深い用途への利用拡大を
図る。

企業局

総務課、水道課、大崎
広域水道事務所、仙
南・仙塩広域水道事務
所、工業用水道事務所
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名称 内　容 担当部局 担当課室・機関
関連する
重要政策
事項

水の大循環ビジュアル実
感事業（浄水場見学者
用オリジナルCD-ROM作
製）

・　浄水場の見学に訪れた小学生を対象に、水道事業への理解を深めるとともに、水の
大切さなど環境教育を推進するため、浄水場の紹介や水に関するさまざまな知識を盛り
込んだCDを職員が作製･PRしている。CDには見学者の写真を入れて親しみあるものと
し、学校の授業での使用も可能なように適宜リンクを貼り付けるなど工夫を凝らしている。

企業局
仙南・仙塩広域水道事
務所

がんセンター公開講座
・　がん予防知識の普及と検診受診の促進のため、地域やグループを対象にがん専門
医が出張講座を開催する。

病院局 がんセンター

高齢者安心ドック事業

・　心臓疾患にかかりやすい高齢者を対象に、心臓に特化したメニューで検査（有料）を
実施すると共に、高齢者とその家族を対象とする心臓疾患の予防と健康維持講座を開
催する。
　　対象年齢は６５歳（心臓疾患が発症しやすい年齢）と７０歳（心臓疾患の予防が一層
必要となる年齢）。

病院局
循環器・呼吸器病
センター

Ｅフォーラム

・　教育に関する情報交換・情報共有の場をホームページ上で県民に提供することによ
り、県民へのサービス向上を図る。
　　あわせて、庁内イントラ上に掲示板（フォーラム）を開設し、各所属・各職員個々の情
報やノウハウを職員全員で共有し、より高い知識として活用できる環境を整備することに
より、事務の高度化・迅速化・簡素化、職員の負担軽減を図る。

教育庁 総務課

chat（ちゃんと）相談
・　上記Ｅフォーラム内にＩＴを活用した相談窓口を開設し、各課室担当者や教育事務所
に配置されている専門員等により、全庁で県民からの相談に対応する。

教育庁 総務課

先進事例等情報データ
ベース化事業

・　県内外の地域住民と学校の協働に係る先進事例や成功事例などを収集しデータ
ベース化して，市町村，地域及び学校などに広く情報として提供する。

教育庁 生涯学習課
みやぎら
しい教育

民間の犯罪被害者支援
団体との連携

・ 　犯罪被害者について理解を深め、犯罪に遭った被害者の被害を軽減するため、
「(社)みやぎ被害者支援センター」との連携強化を図り、犯罪被害者等に対する電話や
面接による相談、直接支援業務を積極的に推進する。

警察本部 警務課

犯罪被害者等への組織
的支援の推進

・　 犯罪被害者支援に関連を有する行政機関、団体、事業者等で構成する「宮城県犯
罪被害者支援連絡協議会」により、被害者支援に関する具体的な措置等についての協
議・検討を実施し、被害者ニーズに的確に対応した各種支援活動を推進する。

警察本部 警務課

コミュニティポリス・サポー
ター事業

・　 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の方々に、
日常の業務や生活の中で知り得た管内の危険な場所や物等に関する情報の提供や、
事件・事故及び不審者等を目撃したときの１１０番通報等による側面的な支援活動を行う
制度である。
　 日常生活で知り得た情報の提供がなされたり、また、地域のパトロール隊と合同でパト
ロールを実施するなど、地域警察官への強力な支援活動を担っている。

警察本部 地域課

みやぎ・せんだい「安全・
安心まちづくり」構想推
進会議の活用

・　 行政機関やハウスメーカー、不動産、大型商業施設等まちづくりに関係する５３機関
を結集したみやぎ・せんだい「安全・安心まちづくり」構想推進会議を設立し、防犯環境
の整備と地域安全活動の推進に向けた連携を行っている。

警察本部 生活安全企画課

「安全・安心まちづくり・
みやぎユニット運動」の
推進

・　 犯罪抑止の一環として、いわゆる「住民パワー」に期待し、地域・職域等単位の防犯
活動を行うユニット（単位・集団）により、自発的な「見せる見える具体的な活動」を通じ
て、犯罪抑止に寄与する。

警察本部 生活安全企画課

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

・　 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。

警察本部 生活安全企画課

「防犯マン推奨運動」の
推進

・   各家庭、各事業所における防犯対策を中心となって行う「防犯マン推奨運動」の推進
を図り、県民一人ひとりが「自らの安全は自らが守る」との自主防犯意識の醸成を図る。

警察本部 生活安全企画課

「３カケ」運動の推進
・   「防犯マン推奨運動」を発展させ、「県民総て防犯マン」をメインタイトルに、県民総て
が防犯マンの役割を担うことを理想として、県民に身近で誰でもできる「気にカケ、声カ
ケ、鍵カケる」を実践項目として示し、県民一人ひとりの自主防犯意識の高揚を図る。

警察本部 生活安全企画課

みやぎ児童生徒サポート
事業

・　 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。

警察本部 少年課

「宮城の少年を守るネット
ワーク」の活用

・　 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働して展開する。

警察本部 少年課
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名称 内　容 担当部局 担当課室・機関
関連する
重要政策
事項

「声かけよくし隊」による
活動

・ 　非行前兆段階での声かけ運動を地域と連携を密に推進し、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）等で構成する「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守り
育てる」という理念の実現を図る。

警察本部 少年課

「大学生健全育成ボラン
ティア『ポラリス宮城』」と
の連携

・　 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。

警察本部 少年課

「宮城県ネットワーク防犯
連絡協議会」の活用

・　 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・情報交換等を行い、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
るものである。

警察本部
生活安全企画課
少年課

自治体及び関係機関と
の連携

・　 市町村等の自治体を始め関係機関・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。

警察本部 交通企画課

「交通安全推進隊」との
連携

・　 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」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。

警察本部 交通企画課

「暴走族根絶促進モデル
市町村」との連携

・　 「暴走族根絶促進モデル市町村」との連携により、暴走族取り締まり、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。

警察本部
交通指導課
少年課
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