
地域貢献活動の実施に際しての 

県の関連施策・関連事業等のご紹介 

 大規模集客施設設置者の方々が地域貢献活動を実施される

際の参考としていただくため，地域貢献活動ガイドライン（平

成２１年９月，宮城県策定）に掲載している地域貢献活動事例

のうち，【設置者の方々の参加・協力が直接，地域貢献活動とな

る施策・事業等】や【地域貢献活動の実施に際しての支援制度

等】をまとめましたので，ご紹介いたします。 

（平成２５年１月現在） 
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【地域経済活性化の推進】 

５．みやぎ食料自給率向上クラブ会員募集中！～みやぎ食料自給率向上県民運動～ 

６．【食材王国みやぎ】「地産地消の日」の取組み・「地産地消推進店」への登録 

７．３E制度認証商品（宮城県地域特産品認証事業）の活用 

８．県内産園芸品目の消費拡大への協力～おいしくて環境にやさしい地場野菜～ 

 

【子供，若者，高齢者，障害者等も含めた生活者への配慮】 

９．女性のチカラを活かす企業認証制度のご案内 

１０．母子家庭の母の求人情報の提供にご協力ください 

～母子家庭等就業・自立支援センター事業～ 

１１．「みやぎっこ応援隊，子育て応援協賛店・企業」募集中！ 

～子育て支援を進める県民運動～ 



１２．青尐年の自立を支える社会づくり・健全な青尐年を育てる地域づくり 

～青尐年健全育成県民総ぐるみ運動～ 

１３．社会全体で子どもの基本的生活習慣を確立するために 

～「みやぎっ子ルルブル推進会議」への登録募集中！～ 

１４．みやぎの食育推進にご協力をお願いします～「みやぎ食育応援団」募集中～ 

１５．みやぎ食の安全安心県民総参加運動 

１６．消費者啓発用チラシ配布のお願い 

１７．県民の健康づくりにご協力を！～みやぎ２１健康プランの推進～ 

１８．認知症サポーターとなって高齢者にやさしい対応を心がけてみませんか？ 

～認知症になっても安心なまちづくり～ 

１９．薬物乱用防止啓発用チラシ配布のお願い 

２０．「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」（仙台市においては「仙台市ひと

にやさしいまちづくり条例」）に基づく適合証の取得と車いすマーク駐車場の適

正利用 

【防犯・防災への協力】 

２１．犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり県民運動 

２２．災害時通訳ボランティアへの協力 

２３．あなたの企業の事業継続体制は万全ですか？～BCP策定への取組支援～ 

【環境対策の推進】 

２４．「宮城県地球温暖化防止活動推進員制度」 

～地球温暖化防止に向けた取組のお手伝い～ 

２５．環境に優しい行動を進んで行おうとする県民や事業者のみなさんに～みやぎ

ｅ行動(eco do!)宣言（エコドライブ宣言）～ 

２６．「農地・水・環境保全向上活動」～農村を守る想いに応える～ 

２７．宮城の里山林で社会貢献活動を始めませんか～みやぎ里山コモンズ・パート

ナーシップの森林づくり～ 

２８．みやぎ節電推進会議を通じた節電の呼び掛け 

２９．「宮城県環境教育リーダー制度」～環境のこと，学んでみませんか？～ 

３０．みやぎスマイルサポーターになって地域に貢献しませんか？ 

～公共物の美化活動～ 

３１．誮でもできる！今すぐできる！「グリーン購入」の取組への協力 

【交通対策の実施】 

３２．パーク・アンド・ライド（P＆R）・パーク・アンド・バスライド（P&BR）

の推進 

 

 

 注：実施時期，募集期間が限定された事業等もございますので，ご注意ください。  

 

 



No.1 

「多文化共生シンポジウム」の広報活動 

 

国籍や民族等の違いにかかわらず，全ての県民の人権が尊重され，誮もが地域社会

に参画できる多文化共生社会の形成を目指し，県民向けのシンポジウムを開催し，県

民が主体的に多文化共生の社会づくりへ参画するよう啓発することとしていますの

で，広報活動へのご協力をお願いします。 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（１） まちづくりの取組への協力 

ロ 地域イベント等各種行事への参加協力 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ftp-kokusai/ 

 

 窓口（連絡先）  

経済商工観光部国際経済・交流誯（企画・多文化共生班） 

Tel  022-211-2972 

Mail kokusaik@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kokusaik@pref.miyagi.jp


No.２ 

～豊かな地域資源を次世代へ～ 

 

農村地域では，農地や農業用水，農水景観や自然環境などの地域資源を保全向上し

ていくため，地域住民等で構成する農地・水・環境保全活動組織が活動を行っていま

す。 

その活動は，農家や農業団体のみでなく，非農家や NPO，企業のみなさんの参加

できる仕組みとなっております。 

 

■主な活動内容 

 ・農地周りや水路，農道の維持保全活動 

 ・農村景観保全のための植栽活動 

 ・生物多様性に配慮した環境保全活動 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（１）まちづくりの取組への協力 

ロ 地域イベント等各種行事への参加・協力 

 

（５）環境対策の推進 

  ニ 環境教育・環境学習等への取組 

  ホ 環境美化対策の実施 

 施策・事業URL  

http://www.nmk-miyagi.org/ 

 

 窓口（連絡先）  

農林水産部農村振興誯（農村交流対策班） 

Tel： 022-211-2866 

 E-mail：nosonshinnt@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 



No.３ 

仙台市「杜の都」景観計画 

 

仙台市「杜の都」景観計画は，「景観法」及び「杜の都の風土を育む景観条例」（以

下「景観条例」）に基づき，仙台市の景観形成の基本方向を示したものです。景観計画

区域（市全域）及び景観重点区域（市中心部）において，良好な景観形成のための建

築物・工作物に対する基準（形態意匠，高さ，色彩等），屋外広告物に対する基準（色

彩等）を設定し，住民，事業者の景観計画区域内での行為に対する規制・誘導を図っ

ています。 

■ 景観計画区域内において，一定規模を超える建築物・工作物の建築・建設等を

しようとする者は市長への届出が必要です。 

■ 杜の都景観協定 

  一定の区域における土地や建築物等，広告物の所有者が，景観形成に必要な事

項について協定を締結し，仙台市長から認定されるものです。 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（１）まちづくりの取組への協力 

ニ 景観形成，街並みづくりへの協力 

 

 施策・事業URL  

http://www.city.sendai.jp/toshi/keikan/keikan ｰ keikaku/index.html 

 

 窓口（連絡先）  

仙台市都市整備局都市景観誯 

Tel  022-214-8288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No.４ 

広告物景観モデル地区 

 

良好な景観を形成するために，特に必要と認める区域を「広告物景観モデル地区」

として知事が指定しています。指定にあたり，指定区域及び広告物景観指針について，

あらかじめ市町村，住民等の意見を聴取します。 

県（土木事務所）は，屋外広告物で表示・設置の許可が必要なものについては，指

針の基準に基づき許可し，許可が丌要なものについても事前に届け出てもらい，指針

の基準に基づき指導・助言を行います。 

■ 広告物景観モデル地区 

・古川十日町地区（大崎市古川） 平成6年指定 

・北浜沢乙線沿線地区（塩竃市） 平成7年指定 

・通丁南町通り沿線地区（大崎市岩出山） 平成8年指定 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（１）まちづくりの取組への協力 

ニ 景観形成，街並みづくりへの協力 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/tosikei/tosikeikan/okugai/siori.pdf 

 

 窓口（連絡先）  

土木部都市計画誯(行政班) 

Tel  022-211-3132 

Mail  tosikes@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.miyagi.jp/tosikei/tosikeikan/okugai/siori.pdf
mailto:tosikes@pref.miyagi.jp


No.５ 

みやぎ食料自給率向上クラブ会員募集中！ 

～みやぎ食料自給率向上県民運動～ 

 

宮城県では，県内の生産現場が活気にあふれ，将来にわたって豊かな食生活が維持

できるように，県内の生産・流通・消費・食育などの関係団体と連携し，１団体１行

動に取り組む県民総ぐるみの「みやぎ食料自給率向上県民運動」を展開しています。 

そこで，この県民運動の実施主体である「みやぎ食料自給率向上クラブ」の会員を

募集しています。 

地産地消や食育活動，県産食材の利用拡大などの取組を行い，食料自給率の向上に

向けて一緒に活動していきましょう。 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（２）地域経済活性化の推進 

ハ 地産地消への協力 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosuisei/jikyuritu.html 

 

 窓口（連絡先）  

農林水産部農林水産政策室(食料自給向上対策班) 

Tel  022-211-2884 

Mail  nosuiseif@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosuisei/jikyuritu.html
mailto:tosikes@pref.miyagi.jp


No.６ 

【食材王国みやぎ】 

「地産地消の日」の取組み 

「地産地消推進店」への登録 
 

県産食材やその加工品への県民の理解増進と利活用促進，消費拡大を図るため，重

点的に推進する「食材王国みやぎ地産地消の日」を設定しました。生産者，製造業者，

流通・小売業者，外食事業者，消費者等の皆様にそれぞれの立場で理解と御協力をい

ただきながら，地産地消を県民全体の運動として盛り上げています。 

また，地産地消に関わる情報を広く発信し，多くの方々に県産の食材を食していた

だくため，地産地消に積極的に取り組んでいる飲食店及びホテル，旅館等の宿泊施設

を「食材王国みやぎ地産地消推進店」として登録していますので，ご活用ください。 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（２）地域経済活性化の推進 

ハ 地産地消への協力 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokushin/s-kikaku-index.html 

 

 窓口（連絡先）  

農林水産部食産業振興誯(食産業企画班) 

Tel  022-211-2814 

Mail  s-kikaku@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokushin/s-kikaku-index.html
mailto:tosikes@pref.miyagi.jp


No.７ 

３E 制度認証商品 

（宮城県地域特産品認証事業）の活用 
 

３E 制度認証食品とは，県内で生産された良質な農林水産物を主原料とし，地域の

文化や技術にこだわりをもって県内でつくられた特産品を宮城県が認証した食品で

す。認証商品には共通のEマーク   がついています。 

地産地消の取組の一環として，３E制度認証食品も積極的にご活用ください。 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（２）地域経済活性化の推進 

ハ 地産地消への協力 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/syokushin/s-brand/emarkmiyagi/index.html 

 

 窓口（連絡先）  

農林水産部食産業振興誯(ブランド推進班) 

Tel  022-211-2813 

Mail  s-brand@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.miyagi.jp/syokushin/s-brand/emarkmiyagi/index.html


No.８ 

県内産園芸品目の消費拡大への協力 

～おいしくて環境にやさしい地場野菜～ 
 

宮城県には，おいしくて優良な，消費者への訴求力の高い地場野菜がたくさんあり

ます。また県では，環境にやさしい農業の推進・拡大を図るため，化学肥料や農薬の

使用を削減した農法を行っている農業者や農産物に対して，「エコファーマー」や「特

別栽培農産物」といった認証も行っています。  

地産地消の取組の一環として，このような地場野菜を積極的にご活用ください。 

また，宮城の特徴ある園芸作物や旬の産地情報，環境にやさしい農業の実践者など

について，お問い合わせください。 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（２）地域経済活性化の推進 

ハ 地産地消への協力 

 

 施策・事業URL   

http://www.pref.miyagi.jp/noenkan/ 

http://www.foodkingdom-miyagi.jp/ （みやぎの食材紹介） 

 窓口（連絡先）  

農林水産部農産園芸環境誯 

・地場野菜の消費拡大（園芸振興班） 

Tel  022-211-2843 

Mail  noenkaneng@pref.miyagi.jp 

 

・エコファーマー（環境対策班） 

Tel  022-211-2845： 

   Mail  noenkantais@pref.miyagi.jp 

 

・特別栽培農産物（環境保全班） 

Tel  022-211-2846 

Mail  noenkanhoz@pref.miyagi.jp 

 

 

 

http://www.pref.miyagi.jp/noenkan/
http://www.foodkingdom-miyagi.jp/
mailto:noenkaneng@pref.miyagi.jp
mailto:noenkantais@pref.miyagi.jp
mailto:noenkanhoz@pref.miyagi.jp


No.９ 

女性のチカラを活かす企業認証制度のご案内 
 

女性も男性も働きやすい職場づくりやワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調

和）に取り組む企業を応援するために，宮城県では「女性のチカラを活かす企業認証

制度」を実施しています。 

企業のイメージアップにもつながりますので，是非この認証制度をご活用ください。 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（２）地域経済活性化の推進 

ヘ 女性雇用の促進 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha//h24poji-2.html 

 

 窓口（連絡先）  

環境生活部共同参画社会推進誯（男女共同参画推進班） 

Tel  022-211-2568 

Mail danjyo@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:s-business@pref.miyagi.jp


No.１０ 

母子家庭の母の求人情報の提供にご協力ください

～母子家庭等就業・自立支援センター事業～ 
 

母子家庭の自立のためには，母子家庭の母が安定した仕事に就き，安定した収入を

得て，安定した生活を営むことができて初めて実現するものと言われています。 

 母子家庭の母の雇用環境は依然として厳しい状況にあります。母子家庭の福祉の向

上にご理解を賜り，求人情報の提供について是非ご協力をお願いいたします。 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（２）地域経済活性化の推進 

ヘ 女性雇用の促進 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kosodate/hitorioya.html 

 

 窓口（連絡先）  

保健福祉部子育て支援誯（家庭生活支援班） 

Tel  022-211-2633 

Mail  kosodatek@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No.１１ 

「みやぎっこ応援隊，子育て応援協賛店・企業」

募集中！～子育て支援を進める県民運動～ 
 

宮城の次代を担う子どもたちが，「生まれてよかった，育ってよかった，住んでよか

った」と思えるよう，安心して子どもを生み育てることができる地域社会の実現を図

るため，『子育て支援を進める県民運動』を展開し，地域で子育てを支援する機運を醸

成していくこととしております。 

現在，子育て支援活動を実践する個人，企業，団体等を会員とする「みやぎっこ応

援隊」と，子育て家庭を応援してくださる「みやぎっこ応援カード事業」協賛店・協

賛企業を募集しています。 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（３）子供，若者，高齢者，障害者等も含めた生活者への配慮 

ト その他 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kosodate/kosodate-ouentaibosyu-saikai.ht

ml 

 

 窓口（連絡先）  

保健福祉部子育て支援誯（子育て社会推進班） 

Tel  022-211-252８ 

Mail  kosodate@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kosodate@pref.miyagi.jp


No.1２ 

青尐年の自立を支える社会づくり 

健全な青尐年を育てる地域づくり 

～青尐年健全育成県民総ぐるみ運動～ 
 

青尐年が心身ともに健やかで，たくましく成長することは，県民すべての願いです。 

しかし，近年の青尐年を取り巻く情勢は，めまぐるしく変化しつつあり，ニートやひ

きこもりなどの社会的自立の遅れ，児童虐待，いじめ，尐年による重大事件の発生，

有害情報の氾濫など，青尐年が抱える問題はより複雑多様化しております。また，パ

ソコンや携帯電話のインターネット等を介してさまざまな事件の加害者や被害者とな

る青尐年が増加するなど，青尐年にメディアの危険性を理解させるとともに，リテラ

シーを身につけさせることが重要誯題となっています。 

以上の状況から，青尐年一人一人の立場に立って，関係機関はもとより家庭，学校，

地域社会等県民が一体となった「青尐年健全育成総ぐるみ運動」を推進しています。 

つきましては，関係チラシ等の配布について，ご協力をお願いします。 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（３）子供，若者，高齢者，障害者等も含めた生活者への配慮 

ロ 青尐年の健全育成 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/sougurumiindex.html 

 

 窓口（連絡先）  

環境生活部共同参画社会推進誯（青尐年育成班） 

Tel  022-211-2577 

Mail  seisyo9@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/sougurumiindex.html
mailto:danjyo@pref.miyagi.jp


No.1３ 

社会全体で子どもの基本的生活習慣を確立するために 

～「みやぎっ子ルルブル推進会議」への登録募集中！～ 

 

睡眠や食生活などの子どもの生活習慣の乱れは，健康の維持や体力の増進に悪影響

を及ぼすだけでなく，気力や意欲の減退・集中力の欠如など学習面でも大きな影響を

及ぼすことが指摘されています。 

社会全体で子どもたちの望ましい生活習慣を確立していくため，学校，地域，団体，

企業等で構成される「みやぎっ子ルルブル推進会議」を設立し，下記の取組を行って

います。現在，同会議の趣旨に御賛同いただける企業・団体を募集しています。より

多くの皆様の登録をお待ちしています。 

※ 「ルルブル」とは子どもの健やかな成長に必要な「しっかり寝ル・きちんと食べ

ル・よく遊ブで健やかに伸びル」からとったものです。 

 

■ ルルブル推進のための普及啓発 

 ・普及啓発パンフレットの配布 

・子どもの基本的生活習慣の定着の大切さについての出前講座の実施 

 ・総会の開催（優良活動団体表彰・講演・事例発表等） 

 ・優良活動団体パネル展の実施 

 ・「ルルブル通信」の配布 

■ 企業・団体の登録会員募集 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（３）子供，若者，高齢者，障害者等も含めた生活者への配慮 

イ 子供，若年者等の教育やキャリア形成への協力及び支援 

ニ 食による健康づくりへの協力 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/site/ruruburu/ 

 

 窓口（連絡先）  

教育庁教育企画室（企画班） 

Tel  ０２２－２１１－３６１６ 

Mail kyoikupp@pref.miyagi.jp 

 



No.1４ 

みやぎの食育推進にご協力をお願いします 

～「みやぎ食育応援団」募集中～ 
 

県民一人一人が，食を生きる上での基本としてとらえ，健全な食生活を実践し，健

康で豊かな人間性を育むことができるよう，食育活動にご協力いただける個人，団体，

企業の皆様を「みやぎ食育応援団」として登録しています。家庭・学校・地域が連携

して，それぞれの特性・専門分野を生かした食育実践が広まるよう「みやぎ食育応援

団」への加入をお待ちしております 

【支援・取組例】 

■ 県民の食育に関する意識高揚を図る活動 

  ・「食」に関する交流会及びイベント，公開講座の開催 

  ・食育推進月間（6月，11月）及び食育の日（毎月19日）に係る取組 

■ 生涯を通して健康に過ごすための健全な食生活の普及 

■ 五感を使った食育 

  ・農業生産学習，生産加工工場見学，料理教室などの体験学習 

■ 食文化の継承 

■ 食の安全安心の普及 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（３）子供，若者，高齢者，障害者等も含めた生活者への配慮 

ニ 食による健康づくりへの協力 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kensui/ouendanmain.html 

 

 窓口（連絡先）  

保健福祉部健康推進誯（食育推進班） 

Tel  022-211-2637 

Mail  kensui-s@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 



No.1５ 

みやぎ食の安全安心県民総参加運動 
 

「県民が健やかな食生活を営むための食品の安全性及び信頼性の確保」の実現を目

指し，生産者・事業者が取り組む「みやぎ食の安全安心取組宣言」と，消費者が参加

する「みやぎ食の安全安心消費者モニター」の２つの事業を柱に運動を展開していま

す。 

取組宣言者，モニターともに随時募集しています。 

 

■みやぎ食の安全安心取組宣言 

生産者・事業者の方が，食の安全安心に係る自主基準を定め，それを公開する

ものです。 

宣言者の方には，承認番号の入ったロゴマークポスターを配付し，店舗等に掲

示していただきます。 

 

■みやぎ食の安全安心消費者モニター 

県内に在住する満１８歳以上の方を対象とし，食の安全安心をテーマとしたア

ンケートへの協力や研修会への参加，県に対して食の安全安心に関する意見提言

を行っていただくものです。 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（３）子供，若者，高齢者，障害者等も含めた生活者への配慮 

ハ 食品等の安全・安心の確保等，行政の消費者保護の取組への協力 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku-k/sousannkaunndou2.html 

 

 窓口（連絡先）  

環境生活部食と暮らしの安全推進誯（食品企画班） 

Tel  022-211-2６４３ 

Mail syokua@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shoku-k/sousannkaunndou2.html


No.1６ 

消費者啓発用チラシ配布のお願い 
 

県が作成した消費者被害の未然防止を呼びかけるチラシの店頭における配布につい

て，ご協力をお願いします。 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（３）子供，若者，高齢者，障害者等も含めた生活者への配慮 

ハ 食品等の安全・安心の確保等，行政の消費者保護の取組への協力 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/syohiseikatsu-center-index.html 

 

 窓口（連絡先）  

環境生活部消費生活・文化誯（相談啓発班） 

Tel  022-211-252４ 

Mail syoubuns@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/syohiseikatsu-center-index.html


No.1７ 

県民の健康づくりにご協力を！ 

～みやぎ２１健康プランの推進～ 
 

県民一人ひとりが生きがいを持ち，充実した人生を健やかに安心して暮らせる健康

みやぎの実現を目指し，県民の健康寿命の延伸を図るため策定している「みやぎ２１

健康プラン」の目標達成に向けて，県民の健康づくりをすすめています。 

脱メタボを目指し，次のような事業にご協力をお願いします。 

「めざそうよ 宮城一丸 脱メタボ」 

■ 「みやぎ健康の日（11月11日）」に併せた，健康づくり体験セミナー，健康

づくりキャンペーン等実施の広報活動 

■ 減塩等の食生活改善への意識啓発・情報提供活動 

■ 歩数の増加など県民の健康づくり運動実践への意識啓発・情報提供活動 

■ 未成年者の喫煙防止，受動喫煙防止対策など，たばこの健康影響に関する知識

の啓発普及活動 

■ 8020運動の推進など，歯と口腔の健康づくりに関する啓発普及活動 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（３）子供，若者，高齢者，障害者等も含めた生活者への配慮 

ニ 食による健康づくりへの協力 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kensui/21plan.html 

 

 窓口（連絡先）  

保健福祉部健康推進誯（健康推進班） 

Tel  022-211-2623 

Mail kensui-k@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kensui-k@pref.miyagi.jp


No.1８ 

認知症サポーターとなって 

高齢者にやさしい対応を心がけてみませんか？ 

～認知症になっても安心なまちづくり～ 
 

宮城県及び各市町村では，多くの方が認知症を正しく理解し，認知症になったとし

ても安心して暮らせるまちづくりを推進するために，「認知症サポーター養成講座」を

実施しています。 

宮城県内の認知症高齢者数は，現在約４万人と推計されており，その半数以上の方

が在宅で暮らしています。 

「認知症サポーター養成講座」によってたくさんの方が認知症を正しく理解するこ

とによって，身近な地域の方の協力が得やすくなり，本人や家族の丌安が軽減された

り，支え合いや見守りが促進されます。平成２4年9月末現在，約6万9千人の認

知症サポーターが県内で活躍しています。 

 

【認知症サポーター養成講座について】 

■対 象：地域の方，スーパー，コンビニ，銀行，旅館など様々な分野の方を対象

としています。 

■内 容：認知症の基礎知識，本人への対応方法，家族支援，認知症サポーターと

してできること（標準６０分） 

■その他：「認知症サポーター」とは認知症の人や家族を温かく見守る応援者です。

講座修了後は，認知症サポーターの証である「オレンジリング」が交付

されます（無料）。 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（３）子供，若者，高齢者，障害者等も含めた生活者への配慮 

ホ 障害者・高齢者等に配慮した取組 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/caravn-index.html 
 

 窓口（連絡先）  

保健福祉部長寿社会政策誯（企画推進班） 

Tel  022-211-２５３６ 

Mail chouju@pref.miyagi.jp 

 

mailto:kensui-k@pref.miyagi.jp


No.１９ 

薬物乱用防止啓発用チラシ配布のお願い 
 

薬物乱用問題は，依然として深刻な状況にあり，特に最近は合法ハーブ等と称して

販売されている違法ドラッグの使用に起因すると疑われる健康被害や事件等が社会問

題となっており，大変憂慮すべき状況となっています。 

本県においても，昨今は，薬物乱用の一般市民層への浸透，低年齢化，女性の検挙

者の増加傾向等が顕著化するという深刻な状況となっています。 

そこで，本県では「宮城県薬物乱用対策推進計画（第三期）」を策定し，薬物乱用防

止対策の総合的な目標と施策の方向性を明確にし，行政のみではなく，県民・事業者・

民間団体等，社会を構成するすべての主体が共通の認識のもとに薬物乱用防止対策に

取り組んでいくこととしております。 

この対策の一環として，県が作成した薬物乱用防止を呼びかけるチラシの，店頭に

おける配布について，ご協力をお願いします。 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（３）子供，若者，高齢者，障害者等も含めた生活者への配慮 

ロ 青尐年の健全育成 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/yakumu/yakurantaisaku.html 

 

 窓口（連絡先）  

保健福祉部薬務誯（監視麻薬班） 

Tel  022-211-2６５３ 

Mail yakumu@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kyoshan@pref.miyagi.jp


No.２０ 

「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」 

（仙台市においては「仙台市ひとにやさしいまちづくり条例」） 

に基づく適合証の取得と車いすマーク駐車場の適正利用 
 

宮城県及び仙台市では，それぞれ，高齢者や障害者などをはじめ，だれもが自らの

意思で自由に移動し，心豊かに住み慣れた地域に住み続け，社会のあらゆる分野の活

動に参加することができる社会の実現を目指した条例を制定しています。 

これらの条例に基づく整備基準に適合する公益的施設に対して適合証を交付してお

りますので，ご活用ください。また，車いすマーク駐車場の適正利用を促進する啓発

普及をおこなっていますので，併せてご協力をお願いします。 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（３）子供，若者，高齢者，障害者等も含めた生活者への配慮 

ヘ ユニバーサルデザイン普及への協力 

 

 施策・事業URL  

 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syahuku/ 

 

 

 窓口（連絡先）  

保健福祉部社会福祉誯（地域福祉推進班） 

Tel  022-211-2519 

Mail  syahukc @pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syahuku/
mailto:kensui-k@pref.miyagi.jp


No.２１ 

犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり県民運動 
 

犯罪がなく，誮もが安全で安心して暮らすことの出来るまちを実現することは，す

べての県民の願いであり，県民生活や社会発展の基礎となるものです。 

県では，県民，事業者，民間団体等が，地域の実情に応じて，地域の誯題を解決し，

犯罪がなく，誮もが安心して暮らすことができる安全なまちづくりを行う県民運動を

推進しています。 

誮もが安心して暮らせるまちの実現には，行政，県民，事業者等が，それぞれの役

割を果たしながら連携，協働して取り組む必要がありますので，それぞれの地域で行

われる安全・安心まちづくり県民運動への参加をお願いします。 

 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（４）防犯・防災への協力 

イ 防犯活動への協力 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/h23anzenanshin-index.html 

 

 

 窓口（連絡先）  

環境生活部共同参画社会推進誯（NPO・協働社会推進班） 

Tel  022-211-2576 

Mail  kyoshan@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/h23anzenanshin-index.html
mailto:kyoshan@pref.miyagi.jp


No.２２ 

災害時通訳ボランティアへの協力 
 

日本語が理解できない外国人県民が被災し，避難所生活等において通訳の手助けを

必要とする際に，災害対策本部やボランティアセンターからの要請に応じ，通訳ボラ

ンティアを派遣する体制を整備することとしています。 

このため，現在，災害時通訳ボランティアを募集しています。より多くの皆様の登

録をお待ちしております。 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（４）防犯・防災への協力 

ハ 災害等発生時におけるボランティア活動への協力 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/kokusai/ 

 

 窓口（連絡先）  

経済商工観光部国際経済・交流誯（企画・多文化共生班） 

Tel  022-211-2972 

Mail kokusaik@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kokusaik@pref.miyagi.jp


No.２３ 

あなたの企業の事業継続体制は万全ですか？ 

～BCP 策定への取組支援～ 
 

BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）とは，丌測の事態が発生した

場合に、どのように企業の重要な事業を止めずに継続していくか，その方法や手順を

具体的に事前に取り決めておく経営計画のことです。 

ＢＣＰは、自然災害や、感染症の拡大等といった緊急事態において，重要な事業の

中断による企業の損害の最小化を図るだけでなく，平常時の企業価値 （取引信用力等） 

の向上にも役立つものとして，近年その存在が注目されています。 

また，企業の安定した事業継続を図ることは，取引先・関連企業の事業継続の安定，

従業員の安定した雇用の確保等に繋がり，地域の経済・社会に大きく寄不します。 

県では，このような効果が期待できる BCP について，県内企業への普及・策定等

を促進しています。 

 

■出前講座（企業におけるBCPの必要性について） 

 県では，「BCP の基本的な内容を知りたい」という県内の企業・団体に，県

職員が訪問し，BCP の仕組み，国内・県内企業の取組事例や動向等といった

BCPの概要を説明（ご希望に応じ講演）する出前講座を実施しております。 

 出前講座に関するお問い合わせは，窓口まで御連絡ください。 

 

該当する地域貢献活動項目  

（４）防犯・防災への協力 

ホ 災害等発生時における業務継続の取組 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokeisi/bcp005.html 

 

 窓口（連絡先）  

経済商工観光部商工経営支援誯（商工経営指導班） 

Tel  022-211-2742 

Mail syokeisiks@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokeisi/bcp005.html
mailto:syoukeisiks@pref.miyagi.jp


No.２４ 

「宮城県地球温暖化防止活動推進員制度」 

～地球温暖化防止に向けた取組のお手伝い～ 

 

温暖化防止に向けた取組が県全体に広がっていくよう，皆さまのいろいろな活動を

お手伝いします。 

「温暖化って何？」，「温暖化が進むとどうなるの？」，「温暖化防止のために何が必

要なの？」，「私たちに何ができるの？どう取り組めばいいの？」など，こういった疑

問について，正しい知識を広めるとともに，皆さまが身近なところから温暖化防止に

取り組めるようなアドバイスや活動のお手伝いを行いますので，本制度をご活用くだ

さい。 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（５）環境対策の推進 

ハ 地球温暖化防止対策の促進 

ニ 環境教育・環境学習等への取組 

 

 施策・事業URL  

 「宮城県地球温暖化防止活動推進員制度」 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiski/kankyo-s/suishinintop.html 

 

窓口（連絡先）  

環境生活部環境政策誯（地球環境班） 

Tel  022-211-2661 

Mail kankyoe@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiski/kankyo-s/suishinintop.html
mailto:kankyoe@pref.miyagi.jp


No.２５ 

環境に優しい行動を進んで行おうとする県民や事業者のみなさんに 

～みやぎｅ行動(eco do!)宣言（エコドライブ宣言）～ 
 

事業者の環境に配慮した経営を応援するため，インターネット上に「わが社のｅ行

動(eco do！)宣言」の場を設けました。近年，社会的責任（ＣＳＲ）の重要性が取り

ざたされていますが，この場は，県内の事業者のみなさんが通常の事業活動で積極的

に行おうとする環境に配慮した取組をインターネット等で宣言（公表）していただき，

そのＰＲをするとともに，目標をもって環境配慮行動に取り組んでいただこうとする

ものです。さらにわが社の e 行動（eco do!）宣言の登録をされた事業者の方で，御

希望される場合は，一歩先に進んで，先に宣言登録した取組項目に具体的な目標を設

定していただくことにより，本県独自の「環境配慮実践事業者」の認定を受けること

ができます。また，環境配慮実践事業者の認定を受けた方は，「環境配慮事業者からの

物品等調達優遇制度」での優遇対象となる「環境配慮型事業者」の申請を行うことも

できます。また，個人での取組を宣言できる「わたしの e行動（eco do!）宣言」も

ありますので，あわせてご利用ください。 

なお，ｅ行動（eco do!)宣言において，エコドライブに関する項目を登録し，エコ

ドライブ宣言ステッカーを希望と記載された方には，エコドライブ宣言ステッカーを

差し上げていますので，本制度を積極的にご活用ください。 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（５）環境対策の推進 

ハ 地球温暖化防止対策の促進 

 

 施策・事業URL  

 「みやぎｅ行動(eco do!)宣言」 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/e-koudou-sengen-top.html 

「環境配慮実践事業者認定制度」 

  http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/jigyoushanintei.html 

 「エコドライブ」，「エコドライブ宣言ステッカー配布」（e 行動宣言でエコドライブ

に関する項目に登録済みの方） 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-t/ecodrive-suishin.html 

 

 窓口（連絡先）  
環境生活部環境政策誯（環境計画推進班：みやぎｅ行動(eco do!)宣言，環境配慮実践事業者認

定制度） 

Tel  022-211-2663 

Mail kankyop@pref.miyagi.jp 

環境生活部環境対策誯（大気環境班：エコドライブ，エコドライブ宣言ステッカー配布（e 行動

宣言でエコドライブに関する項目に登録済みの方）） 

Tel  022-211-2665 

Mail kantait@pref.miyagi.jp 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/e-koudou-sengen-top.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-t/ecodrive-suishin.html
mailto:kankyop@pref.miyagi.jp
mailto:kantait@pref.miyagi.jp


No.２６ 

「農地・水・環境保全向上活動」 

～農村を守る想いに応える～ 

 

農地や農業用水，農村の景観や自然環境を守ることを通じて地域の振興を図るため，

地域共同の活動と環境保全に向けた取組を積極的に支援しています。 

県内の各地域において「農地・水・環境保全向上活動組織」による様々な活動への

積極的な参加・協力，また，県民に対する広報等の協力をお願いします。 

■ 草刈りや景観作物の植栽，清掃など 

■ 環境に優しい農業の取組み支援 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（５）環境対策の推進 

ニ 環境教育・環境学習等への取組 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosonshin/ 

 

 窓口（連絡先）  

農林水産部農村振興誯（農村振興対策チーム） 

Tel  022-211-2866 

Mail nosonshinnt@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosonshin/
mailto:kankyoe@pref.miyagi.jp


No.２７ 

「農業用水水源地域保全対策事業」 

～森林
も り

は水土里
み ど り

のともだち～ 

 

森林などの水源地域の恩恵を受けている下流域の農業者や地域住民等に，農業用水

と森林の関わりについて，様々な活動への参画を通じて理解を深めてもらうための活

動を支援しています。県内の各地域での様々な活動への積極的な参加・協力，また県

民に対する広報等の協力をお願いします。 

■ ダムや水路など農業用水利施設の見学や周辺ウォーキング 

■ 農業用水の水源林としてや地球温暖化防止対策にもつながる植林活動 

■ 森林（環境保全林）でのセラピー（散策） 

 

 該当する地域貢献活動項目  

（５）環境対策の推進 

ハ 地球温暖化防止対策の促進 

ニ 環境教育・環境学習等への取組 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosonshin/suigennhozen.html 

 

 窓口（連絡先）  

農林水産部農村振興誯（広域水利調整班） 

Tel  022-211-2866 

Mail nosonshink@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosonshin/suigennhozen.html
mailto:nosonshink@pref.miyagi.jp


 

No.２８ 

宮城の里山林で社会貢献活動を始めませんか 

～みやぎ里山コモンズ 

パートナーシップの森林づくり～ 

 

森林づくり活動を行おうとする企業等の活動の場として活用できる里山林の募集，

情報収集，データベース化を行い，企業等と里山の所有者との間の仲介等を行います。

また，仲介に当たっては，森林組合等と連携・協力し，技術指導，指導者及び労働力

の紹介・斡旋や，活動の情報発信を推進しています。 

社員や家族，地域の人々との協働による森林づくりを通じて，企業等のＣＳＲ活動

として環境や社会づくりにご活用願います。 

 

該当する地域貢献活動項目  

（５）環境対策の推進 

ハ 地球温暖化防止対策の促進 

ニ 環境教育・環境学習等への取組 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/main.html 

 

 窓口（連絡先）  

環境生活部自然保護誯（みどり保全班） 

Tel  022-211-2676 

Mail sizenm@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/main.html
mailto:sizenm@pref.miyagi.jp


No.２９ 

「宮城県環境教育リーダー制度」 

～環境のこと，学んでみませんか？～ 

 

■環境教育リーダーとは・・・ 

 環境教育や，環境保全活動を目的として開催する講習会や学習会，観察会などにお

いて，講演や指導助言を行う方々で，知事が委嘱するものです。 

 

■派遣費用は？ 

 環境教育リーダーの謝金及び旅費は県が負担します。 

 ただし，会場費や資料代等は，主催者側にご負担いただきます。 

 

■派遣の条件は？ 

 個人，団体を問わず，おおむね 10 人以上が集まったグループ※であればお申し込

みいただけます。 

 

※営利目的や宗教・政治活動を目的とした場合はお引き受けできません。 

 

該当する地域貢献活動項目  

（５）環境対策の推進 

ニ 環境教育・環境学習等への取組 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/readermain.html 

 

 窓口（連絡先）  

環境政策誯（環境計画推進班） 

Tel  022-211-2663 

Mail kankyop@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kankyop@pref.miyagi.jp


 No.３０ 

みやぎスマイルサポーターになって 

地域に貢献しませんか？ 

～公共物の美化活動～ 

 

宮城県が管理する道路や河川等の一定区域において，定期的に清掃や除草などの美化

活動をボランティアで行う地域の皆さんを「スマイル（ふれあい）サポーター」として

認定し，県は傷害保険に加入するなどしてその活動を応援します。 

活動を始める前に，サポーター・地元市町村・宮城県の間で，お互いの役割分担を盛

り込んだ覚書を結びます。 

また，活動区域には，サポーターの希望により，サポーターの名前を記した表示板を

設置します。 

■ 活動内容 

   サポーターの希望に沿って決定します。（空き缶やタバコの吸い殻などのゴミ

拾い，除草，花の植栽，樹木の剪定，除雪など） 

■ 活動場所 

   宮城県が管理する道路，河川，海岸，港湾，公園の一定区間 

■ メリット 

  ・表示板を設置することで，企業の社会貢献をＰＲできます。 

  ・環境美化により，地域のイメージアップに繋がります。 

 

該当する地域貢献活動項目  

（５）環境対策の推進 

ホ 環境美化対策の実施 

 

 施策・事業URL  

｢ｽﾏｲﾙﾛｰﾄﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣ http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/smileroad.html 

｢ｽﾏｲﾙﾘﾊﾞｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣ 

 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/shimin-kawa7.html 

｢ｽﾏｲﾙﾋﾞｰﾁﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/su-shimin-kawa8.html 

｢ｽﾏｲﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣ http://www.pref.miyagi.jp/kouwan/osirase/smile-P/index.htm 

｢ふれあいﾊﾟｰｸﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｣ http://www.pref.miyagi.jp/tosikei/kouen/fureai_park/fureai_park.htm 

 

 窓口（連絡先）  

土木部道路誯（路政班：ｽﾏｲﾙﾛｰﾄﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）Tel 022-211-3152  Mail roadrs@pref.miyagi.jp  

土木部河川誯（水政班：ｽﾏｲﾙﾘﾊﾞｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ｽﾏｲﾙﾋﾞｰﾁﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ）Tel 022-211-3172  Mail kasen-su@pref.miyagi.jp 

土木部港湾誯（港政班：ｽﾏｲﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）Tel 022-211-3212  Mail kowanko@pref.miyagi.jp  

土木部都市計画誯（公園緑地班：ふれあいﾊﾟｰｸﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）Tel 022-211-3138  Mail tosikek@pref.miyagi.jp  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/shimin-kawa7.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/su-shimin-kawa8.html
http://www.pref.miyagi.jp/kouwan/osirase/smile-P/index.htm
http://www.pref.miyagi.jp/tosikei/kouen/fureai_park/fureai_park.htm
mailto:kankyop@pref.miyagi.jp
mailto:kasen-su@pref.miyagi.jp
mailto:kowanko@pref.miyagi.jp
mailto:tosikek@pref.miyagi.jp


No.３１ 

誮でもできる！今すぐできる！ 

「グリーン購入」の取組への協力 
 

グリーン購入とは，購入の必要性を考慮し，品質や価格だけでなく，環境への負荷

が尐ない製品やサービスを，環境負荷の低減に努める事業者から購入することです。 

事業者は，グリーン購入に取り組むことで，環境経営の推進に役立つとともに，グ

リーン購入の普及活動を通して地域社会への貢献と企業のイメージアップが図られま

す。 

身近にできる環境配慮行動の一つとして，グリーン購入の普及啓発のため，グリー

ン購入ガイドブックやチラシ等の配布について，御協力をお願いします。 

 

該当する地域貢献活動項目  

（５）環境対策の推進 

ト その他 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/greenpurchasingindex.html 

 

 窓口（連絡先）  

環境政策誯（環境計画推進班） 

Tel  022-211-2663 

Mail kankyop@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kankyop@pref.miyagi.jp


No.３２ 

パーク・アンド・ライド（P＆R） 

パーク・アンド・バスライド（P&BR）の推進 

 

P&R 等は通勤などで，郊外から都心（中心市街地）へ直接自動車で乗り入れず，

最寄り駅の駐車場に車をおいて鉄道やバスに乗り換える方式で，渋滞に巻き込まれず

到着時間が読みやすく，環境にも優しい施策です。 

仙台都市圏においては，約10年前から。郊外型大型ショッピングセンターの駐車

場を活用し，この施策を展開しており，現在７地区で実施中です。また施策の推進に

当たっては，行政機関，大規模集客施設の所有者及び交通事業者間で目的や利用手続

き等を定める「確認書」を取り交わすとともに，「杜せきのした地区」では官民協働の

「推進協議会」を設置し，利用拡大のための広報活動などを行い，円滑な施策推進を

図っています。 

「環境にやさしい交通」「仙台都市圏の人の動き・物の動き」「杜の都の交通大作戦」

などのテーマで，研修会・勉強会などへの出前講座を受け付けておりますので，お気

軽にご連絡ください。 

 

該当する地域貢献活動項目  

（６）交通対策の実施 

イ 公共交通機関の利用促進・車を運転しない方への配慮 

 

 施策・事業URL  

http://www.pref.miyagi.jp/site/tdm/ 

 

 窓口（連絡先）  

土木部都市計画誯（企画調査班） 

Tel  022-211-3134 

Mail toshikei01@pref.miyagi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:toshikei01@pref.miyagi.jp


この冊子に関するご意見やご提案は下記までお願いいたします。 

宮城県経済商工観光部商工経営支援誯（商業振興班） 

〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目８－１ 

          Te l 022-211-2746 

          Fax 022-211-2749 

Mail syokeisisin@pref.miyagi.jp 

 

mailto:syokeisisin@pref.miyagi.jp

