
    

１ 除染の推進 
  ・市町村除染対策支援事業 
  ・除染対策推進事業 
  ・線量低減化活動支援事業 
  ・一部新 除染推進体制整備 
     事業   
  ・新 森林除染等実証事業 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 食品の安全確保 
   ・放射能簡易分析装置整備事業 

  ・農林水産物等緊急時モニタリン 

  グ事業 
   ・新 学校給食モニタリング事業 
   ・新 ふくしまの恵み安全・安心 
          推進事業（復興）  

 
３ 汚染廃棄物の処理  
   ・農業系汚染廃棄物処理事業 
   ・下水汚泥放射能対策事業 

     
  

  

１ 安心できる生活の確保 
  ・生活路線バス運行維持のため  

    の補助  
   ・原子力賠償被害者支援事業 

  ・高齢者見守り等ネットワーク  
      づくり支援事業  
   ・新 地域コミュニティ復興 
         支援事業  
   ・被災地における障害福祉サー  
    ビス基盤整備事業  
 
 
 
 

 
２ 住環境の再建支援 
  ・新 復興公営住宅整備促進事業 
  ・応急仮設住宅維持管理事業 
  ・住宅復興基金（二重ローン）  
   利子補給  

 
３ 雇用の維持・確保 
   ・福祉・介護人材育成就業 
      支援事業 
   ・緊急雇用創出事業 
   ・ふくしま就職応援センター 
    運営事業（巡回相談事業） 
   ・ふるさと福島Ｆターン就職 
  支援事業 
   ・新 避難農業者一時就農等 
          支援事業 

 
 
 
 

 
  

１ 県民の健康の保持・増進 
   ・県民健康管理事業 
 ・県民健康管理支援事業 
 ・被災者健康サポート事業 
 ・新 母子の健康支援事業 
 ・新 学校給食モニタリング事業 
 ・新 新生児聴覚検査支援事業 
   ・新 子どもの医療費システム 
    改修等支援事業 
 

２ 地域医療の再構築 
   ・新 医科大学施設・設備整備事業 
 ・緊急医師確保修学資金貸与事業 
   ・一部新 地域医療再生基金事業 
      (三次医療圏） 
   ・一部新 ふくしま医療人材確保事業      
   ・新 復興を担う看護職人材育成 
    支援事業 
 ・一部新 看護職員離職防止・復職 
      支援事業  
 

３ 最先端医療体制の整備 
   ・新 放射線医学研究開発事業 

   ・県民健康管理拠点基本構想策定 
  事業 
 ・新 国際的先端医療機器実証 
      事業 
   ・新 福島医薬品関連産業支援拠点  
    化事業 

 
 ４ 被災者等の心のケア 
 ・被災者の心のケア事業 
 ・子どもの心のケア事業 
   ・震災対応型アウト 
      リーチ推進事業 
 
 

1 日本一安心して子ども 
 を育てられる環境づくり 
  ・震災対応保育サービス等支援事業 
  ・新 屋内遊び場確保事業 
  ・新 新生児聴覚検査支援事業 
  ・新 子どもの医療費システム改修等 
         支援事業 
  ・地域の寺子屋推進事業 
  ・ふくしまっ子体験活動応援事業 
 

２ 生き抜く力を育む 
 人づくり 
  ・被災児童生徒等就学支援事業 
  ・新 サテライト校宿泊施設支援事業 
  ・一部新 学びを通じた被災地の          
               コミュニティ再生支援事業 
  ・学力向上推進支援事業 
  ・新  理数教育充実事業     
  ・一部新 道徳・人権教育支援事業 
  ・一部新 ふくしま地域医療の担い手 
               育成事業 
  ・新 学校における災害安全支援事業 
 

３ ふくしまの将来の 
  産業を担う人づくり 
  ・新 会津大学復興支援センター 

    （仮称）基本計画策定事業 
   ・ふくしまの福祉を支える人材の 
  育成事業 
   ・新 地域産業復興人材育成事業 
   ・一部新 キャリア教育推進事業 
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１ 安全・安心を提供する 
 取組  
   ・新 ふくしまの恵み安全・安心  
    推進事業（復興） 
   ・放射性物質除去・低減技術 
  開発事業 
   ・新 県産材検査体制整備事業  
 
 

   ２ 農業の再生 
   ・新 農地災害関連区画整備事業 
   ・新 自給飼料生産復活推進事業 
   ・新 ふくしまの恵み販売力強化 

      事業 

   ・新 園芸産地等復興支援事業 
   ・新 地域産業６次化復興支援 
    事業 
   ・新 地域と連携した企業農業 
    参入支援事業 

   
３ 森林林業の再生 
   ・安全なきのこ原木等供給 
      支援事業    
   ・新 森林林業再生支援・県産材  
    安定供給体制整備事業 
   ・木質バイオマスエネルギー利用 
    先導的モデル事業 
 ・木質バイオマス利用施設等 
  整備事業 

 
4 水産業の再生 
  ・水産業共同利用施設復旧支援 

  事業 
   ・新 水産物流通対策事業 
   ・新 アワビ・ウニ・アユ栽培漁業 
    振興対策事業 

  

  

１ 県内中小企業等の 
  振興 
  ・ふくしま復興特別資金 

   ・中小企業等グループ施設等 
    復旧整備補助事業 
   ・震災関係制度資金推進事業 
   ・中小企業等復旧・復興支援 
  事業 
   ・新 商工業者のための放射線 
      検査支援事業 
   ・福島産業復興機構出資金 
   ・がんばれ福島！産業復興・ 
  復旧支援事業 
   ・新 ものづくり中小企業取引拡 
          大支援事業  
   ・県産品販路開拓事業 
   

２ 企業誘致の促進等 
  ・新 ふくしま産業復興企業 
         立地補助金  

  ・新 工業団地造成利子補給金  

  ・新 中小企業国際化支援事業  
 

 
  

１ 再生可能エネルギー 
  導入拡大 
   ・新 再生可能エネルギー普及拡大  
    事業 
 
 ・新 再生可能エネルギー導入等に  
    よる防災拠点支援事業 
 
 ・木質バイオマス利用施設等 
   整備事業 
 
   ・新 小水力等農業水利施設利活用 
    支援事業 
 
    
 

 
 
 
２ 関連産業集積・育成 
   ・再生可能エネルギー関連産業 
  創出プロジェクト事業 
    
 ・再生可能エネルギー関連産業 
  集積・育成事業 
 
 ・新 再生可能エネルギー関連産業 
    基盤強化事業 
  
    
 
     

1 医療福祉機器産業の 
 集積 
   ・新 国際的先端医療機器実証事業 
 
 
   ・新 医療福祉機器等開発ファンド 
          事業 
 
   ・新 革新的医療機器開発・創出 
          促進事業 
  
 ・ふくしま医療機器産業ハブ拠点 
   形成事業 
    
 ・ふくしま医療福祉機器グローバル  
   展開事業 
 
 
 
 
 

 
２ ふくしま医療産業振興 
  拠点（創薬）の整備  
    ・新 福島医薬品関連産業支援拠点 
   化事業 
 
 

県内企業への 
操業支援    

県内での工場増設    

県外への 
流出防止    

県外からの進出    

ふるさとで働く                         

農林水産業再生 

プロジェクト 

中小企業等復興 

プロジェクト 

再生可能エネルギー 

推進プロジェクト 
医療関連産業集積 

プロジェクト 



    

１ 福島県内におけるきずなづくり 
  ・地域づくり総合支援事業 
 
  ・新 地域の「きずな」を結ぶ民俗芸能 
         支援事業 
 
  ・高齢者見守り等ネットワークづくり 
  支援事業 
 
  ・新 地域コミュニティ 
           復興支援事業 
 
 

２ 県外避難者やふくしまを応援し   
   ている人とのきずなづくり 

  ・新 ふるさとの絆電子回覧板事業 

 
 ・一部新 ふくしま再生交流推進プロ 
       ジェクト 
 

３ 情報の発信 

  ・新「新生ふくしま」 

     戦略的情報発信事業 
 
   ・新 地域伝統芸能全国大会開催事業 
 
 ・新 ふくしま・きずな物語発信事業 
 
 ・新 東日本大震災福島県復興ライブ 
    ラリー整備事業 
 
    

 
  

  

１ 観光復興キャンペーンの 
  実施 

  ・新 観光復興キャンペーン事業  

 
  ・新「新生ふくしま」 
     戦略的情報発信事業 
 

 
２ 観光振興と多様な交流の 
    推進   
    ・新 ふくしまからスポーツ 
     発信・全国大会誘致事業 
 
    ・新 歴史的建造物等の復旧・ 
     魅力向上支援事業  
 
    ・国際会議等誘致推進事業 
 
    ・指定文化財保存活用事業 
 
  ・新  地域に根ざした文化財の 
        災害復旧支援事業 
  

    

 
  

 
１ 「多重防御」による 
    地域の総合防災力の向上 
   ・新 防災緑地整備事業 
 ・公共災害復旧費 
   ・河川改修事業 
 ・道路整備事業 
   ・河川流域総合情報システム 
  管理費 
 ・新 農地災害関連区画整備事業 

 
２ 防災意識の高い人づくり・ 
    地域づくり 
  ・新 学校における災害安全支援 
       事業 
 
  ・総合情報通信ネットワーク 
     整備事業 

 
３ 地域とともに取り組む 
    まちづくり 

  ・新 復興まちづくり会社設立 

    支援事業 
   ・都市公園整備事業 
 
    

1 浜通りを始め本県の復興の 
    基盤となる道路等の整備 
  ・道路整備事業 

 
  ・東北中央自動車道整備事業 
   の負担金 
 

 2 港湾・空港等の機能強化 
  ・新 福島空港交流・物流・防災 

    機能強化事業 

   ・公共災害復旧費（港湾） 

 
   ・小名浜港東港地区国際物流 
  ターミナル整備事業 
 
 ・相馬港３号ふ頭地区国際物流 
   ターミナル整備事業 
 

 3 情報通信基盤の強化 
  ・総合情報通信ネットワーク 
   整備事業 
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