平成２２年度に実施する非予算的手法一覧表 （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

企業訪問強化プロジェクト

部局名

新規

内

容

企業のニーズを把握し迅速に対応するための地方振興事務所等による企業訪問をさらに積
極的に実施し，企業の事業活動に対する一層の支援を図る。

経済商工観光部

取組２ 産学官の連携による高度技術産業の集積促進
取組の名称

部局名

新規

大学等ニーズ活用マッチング支援事業 経済商工観光部
（富県創出県民総力事業）

新

内

容

大学側のニーズと県内企業のマッチングを行うことで，県内企業の新たなビジネスチャンスを
創出するとともに，大学と企業の新たな関係を構築し，県内企業の技術力の向上を図る。

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

企業訪問強化プロジェクト（再掲）

容

地域資源の活用や，農商工連携の推進により新商品・新サービスの開発・市場化を行おうと
する中小企業及び農林漁業者等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及び農商工等連携事業の掘り起こし等の支援を行う。

地域資源の活用等による創意ある取組
経済商工観光部
を行う中小企業者及び農林漁業者等へ 農林水産部
の支援

食品関連産業等集積促進事業

内

農林水産部

新

食品関連産業等の県内企業への集積を一層推進するため，食品関連産業等の従事者等を
対象とした人材育成セミナーを開催し，企業立地又は事業高度化にむけた取組を推進する。

「富県宮城の実現」は，企業，県民，市町村等が一体となり，すべての力を結集しなければ到
達できない目標であることから，企業訪問を通してより一層企業のニーズや悩み事等を的確に
把握し，企業や経営体の事業活動に対して積極的に適切な支援を図る。

経済商工観光部

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」を開設し，職員自らが紅葉スポットや温泉をはじめとする多彩な魅力を紹介するとともに，
秋から冬に向けての県内への観光客の誘致を図る。

秋の行楽 みやぎ路誘客大作戦 〜秋
経済商工観光部
色満載みやぎ・やまがたの観光〜
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２２
年度は，営業者に対し衛生管理のための手順書や記録書等の作成について指導強化するこ
とにより自主管理制度のなお一層の普及を図る。

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

経済商工観光部

本県のＰＲや海外情報の受発地点となる人的ネットワークの形成を図るため，本県にゆかり
のある海外在住の外国人や海外にある県人会等のネットワークをデータベース化するととも
に，そのネットワークを通じて情報発信や情報交換を行う。

香港・台湾との経済交流事業

経済商工観光部

ジェトロ，現地関係機関等とのネットワークを活用し，県内企業への情報提供，相談事業，香
港・台湾企業との個別マッチング等の海外販路開拓支援を行う。

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

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

漁業生産の担い手確保と中核的漁業者並びに青年・女性漁業後継団体の自主的活動への
支援及び資質の向上を図る。
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みやぎ海外高度人財育成活用事業（再 経済商工観光部
掲）

県内に在住する留学生の地元への就職及び定着を促進するため，関係団体行う人材育成
及び就職ガイダンス等の開催を支援する。

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

国営土地改良事業負担金償還対策事
業

新規

内

容

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。

農林水産部

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

はやね・はやおき・あさごはん推奨運動

新規

内

容

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。

教育庁

取組１５ 着実な学力向上と希望する進路の実現
取組の名称

豊かな体験活動推進事業（再掲）

部局名

新規

内

容

子どもたちの豊かな人間性や社会性を育むために，「子ども農山漁村交流プロジェクト」など
と連携し，自然体験などの促進を図る運動を展開する。

教育庁

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。

豊かな体験活動推進事業

教育庁

子どもたちの豊かな人間性や社会性を育むために，「子ども農山漁村交流プロジェクト」などと
連携し，自然体験などの促進を図る運動を展開する。

取組１９ 安心できる地域医療の充実
取組の名称

地域医療医師登録紹介事業

部局名

新規

内

容

自治体病院等の医師確保に資するため，職業安定法の規定に基づく「宮城県地域医療医師
無料職業紹介所」を設置し，自治体病院等への医師の就労斡旋（職業紹介）を行う。

保健福祉部

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

公共交通活性化モニター事業

部局名

新規

内

容

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。

企画部

取組２６ 外国人も活躍できる地域づくり
取組の名称

みやぎ海外高度人財育成活用事業

部局名

新規

内

容

県内に在住する留学生の地元への就職及び定着を促進するため，関係団体行う人材育成
及び就職ガイダンス等の開催を支援する。

経済商工観光部

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

「エコドライブ運動」を推進するため，県民及び企業等における取組を促進するためのエコド
ライブセミナー等の開催やメディアによる広報を行うとともに，県ホームページを活用した県民
への「エコドライブ運動」の情報提供や，「みやぎe行動宣言」のエコドライブ宣言登録者の拡大
を目指した取組を行う。

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，ＥＳＣＯ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を推進する。
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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

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，地域３R連絡会議等を開催し，
市町村の３R施策の充実に向けて支援を行う。

循環通信の発行

環境生活部

県内外の３R推進施策や事業者，NPOの取組などを紹介するメールマガジンを発行する。

マイバックキャンペーンの実施

環境生活部

毎月１０月の「３R推進月間」に，環境に優しい買い物のための県民運動を展開する。

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の取組を支援するため，業種毎の３R推進組織（業種別エコフォーラム）構
築等を支援する。

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

県が傷病野生鳥獣の一時飼養を依頼している県民ボランティア（アニマルレスキュー隊員）
への不用になった食材の提供を，事業所への訪問やホームページ等により広く県民（個人，企
業，学校等）に呼びかける。

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

楽天野球団関係者や協力団体，みどりの少年団やスポーツ少年団が参加する「みやぎの
バットの森」植樹祭を毎年１か所で開催し，バットの材料となるアオダモなどを主体とした広葉
樹林を県内各地に造成する。

みやぎの里山林協働再生支援事業

環境生活部

社会貢献や環境貢献を目的として森づくりへの参加を希望する企業等に対し，手入れを必
要とする里山林のあっせんや活動のコーディネートを行い，多様な主体との協働による里山林
の再生活動を支援する。

みやぎの田園環境教育支援事業

農林水産部

県民に農業・農村の持つ魅力などを再認識してもらうとともに農村環境保全に係る意識の醸
成を図るため，地域や学校教育との連携・協働による農村環境保全活動を支援する。

わたしたちの森づくり事業

農林水産部

県有林を対象に，団体，企業等「民の力」を生かして森林整備を推進する。

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

土木行政推進計画推進事業

土木部

土木行政推進計画の重要な思想となっているみやぎ型ストックマネジメントを推進する。ま
た，地域の生活基盤に係る困り事について，行政と地域住民が協働し対策を実施する地域協
働（コラボ）事業を推進する。

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を図り，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（原則として対象区間の２００ｍ以上の区間）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（１０人以上の団体（NPO，町内会，自治会，商工会，クラブ会）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（団体名及び活動内容を記載した表示板の設置等）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（１０人以上の団体（NPO，町
内会，自治会，商工会，クラブ会）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（団体名及び活動内容を記載した表示板の設置等）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目指す。
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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

情報システムに係る業務継続計画（ＢＣ
Ｐ)の策定・推進事業

企画部

新

木造住宅等震災対策事業（特定建築物
震災対策事業）

土木部

内

容

県の多くの業務は，情報システムに依存しており，災害等により情報システムが停止し，行
政サービスが長時間停止した場合，県民生活や地域の経済活動に大きな影響が生じることか
ら，情報システムをできるだけ中断することなく，中断しても早期に復旧できるよう業務継続計
画を策定する。
特定建築物の耐震化を促進するため，相談窓口の設置や所有者説明会を開催して普及啓
発を推進するほか，関係所管行政庁と連携を図りながら耐震改修促進法に基づく耐震改修等
の指導を段階的に実施する。

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

みやぎ震災対策アクションプランの推進

総務部

新

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，各自治体及び防災関係機関が行う応急活動に必要となる物
資や防災資機材等の緊急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等の各
種情報を企業等から募集し，「災害支援目録」を作成しているが，登録数の拡大を図る。

災害時要援護者支援事業

保健福祉部

市町村が実施する災害時に避難などの行動に支援を要する人々（高齢者，障害者，乳幼児
等）の対策に関して，研修会を開催するなど，必要な助言・協力を行う。

平成２１年４月に施行した震災対策推進条例に基づく行動計画である「みやぎ震災対策アク
ションプラン」に掲げた１４５の活動項目を進捗し，震災対策に向けた県民総ぐるみの推進体
制を築く。

（将来ビジョン実現を支える基礎的な取組）
取組の名称

みやぎＮＰＯ夢ファンド事業

部局名

環境生活部

新規

内

容

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。

4

