
 
 
 

 
 
 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                            

                                        

                                                              

                                                                  

                                                                        

                                            

                                                

                                                        

                                                    

                                                           

                                                                

                                                    

                                                                                                               

                                                       

◆地域における支援 

・子育て支援を進める県民運動事業 

・子育て応援パスポート事業       

・地域の三世代子育て助け合い推進事業 

◆地域における教育等の充実 

・○新 地域の寺子屋推進事業 

・○新 ２１世紀ふくしま文化担い手育成事業 

・地域連携型人材育成事業 

・○新 若者の社会参画推進モデル事業 

・○新 うつくしまグリーンプロジェクト 

・○新 特別支援教育総合推進事業 

◆健やかに育つことができる環境づくり 

・「大人が変われば子どもも変わる運動」推進 

強化事業 

・○新 ｢家族でもっとコミュニケーション｣チャレ 

ンジ事業 

◆学校教育の充実 

・○新 「確かな学力」向上プラン 

・学力向上プロジェクト事業 

◆きめ細やかな指導 

・少人数教育推進事業 

・中山間地域インターネット活用学校 

支援事業 

・地域医療を担う人材育成プラン 

・双葉地区教育構想 

◆学術に関する探究心の更なる向上 

・○新 野口・朝河賞制定 20 周年記念事業 

連携
・ 

融合 

連携
・ 

融合  

子育てしやすい環境づくり 

 
地域全体で心豊かでたくましい 

こどもの育成（平成の寺子屋） 確かな学力の育成 

社会全体での子育ち・子育ての支援 

プログラム１ 未来の主人公であるふくしまの子どもたち育成プログラム 

～ 長期的な視点に立った、将来のふくしまをつくっていく上で基本となる人づくり ～ 

◆保健・医療体制の整備と 

健康づくり 

・乳幼児医療費助成事業 

・小児救急医療整備支援事業 

・特定不妊治療費助成事業  

◆子育て支援サービスの充実 

・保育対策等促進事業 

・放課後子どもプラン 

・○新 地域子育て創生事業（市町村創意

事業） 

◆仕事と生活の両立 

・○新 ワーク･ライフ･バランス推進事業 

（生環、保福、商労） 

◆若者の交流等への支援 

・○新 若者交流促進事業 

 

 子育て支援を進める県民運動 

～安心して子どもを産み、育てることができる社会～ 
～子どもが大切にされ、いきいきと育つことができる社会～ 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                            

                                        

                                                              

                                                                  

                                                                        

                                            

                                                

                                                        

                                                    

                                                           

                                                                

                                                    

                                                                                                               

                                                       

◆地域産業の６次化推進 

・○新 ふくしま・地域産業６次化推進事業 

・○新 ふくしま県産果実高度利用推進事業 

・企業等農業参入支援事業 

・○新 特用林産振興対策事業（きのこ６次 

産業化事業） 

・○新 ふくしまの美味しい魚発掘・活用 

事業 

・米粉でＧo！６次化推進事業 

◆地域の自給力の向上 

・○新 みんなのチカラで地域自給力向上 

プロジェクト事業 

・食と農の絆づくり推進事業 

付加価値向上と販路拡大 

連携
・ 

融合 

◆県産品の販売力・ブランド力向上 

・○新 ふくしまイレブン生産販売強化 

事業 

・○新 県産品ブランド力向上戦略事業 

・県産品販路開拓戦略事業 

・○新 カツオのまち活性化事業 

・「会津のかおり」普及促進事業 

◆首都圏や海外への販売促進 

・首都圏アンテナショップ事業  

・県産品中国市場販路開拓支援事業 

・東アジア地域販路拡大事業 

 

 

 

成長産業の集積と 

産業人材の育成 
地域産業の６次化と 

地域経済循環 

◆経営基盤の強化支援 

・○新 環境・新エネルギー関連産業集積・

育成事業 

・○新 ふくしま医療機器産業ハブ拠点形成

事業 

・ふくしま次世代医療産業集積 

プロジェクト発展型 

・次世代輸送用機械関連企業育成支援 

事業 

・成長産業育成資金の創設 

・がんばる企業・立地促進補助金の拡充 

◆産業人材育成 

・○新 「確かな学力」向上プラン 

・キャリア教育充実事業 

・ﾃｸﾉｱｶﾃﾞﾐｰ（普通課程訓練事業・専門課程訓練事業） 

・ふくしま産業人材確保支援事業 
ふくしまの総合力の発揮 

～連携とイノベーション（変革による新たな価値の創造）～ 

連携
・ 

融合 

力強い産業の多彩な展開 
農林水産業の持つ底力の発揮 

産業を支える多彩な人々の活躍 

プログラム２ ふくしまの特性を生かした産業の総合力発揮プログラム 

～本県が持つ高い総合力を生かした産業振興～ 



 
 

 

 

 

 

                                                

プログラム３ 地域活性化を導くふくしまの低炭素社会づくりプログラム 

～ 県民一丸となっての低炭素社会の実現 ～ 

                

 福島県独自の地球環境保全に向けた取組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                            

                                        

                                                              

                                                                  

                                                                        

                                            

                                                

                                                        

                                                    

                                                           

                                                                             

再生可能エネルギーの導入促進と

環境技術の普及 

◆新エネルギーの更なる普及拡大 

・地域新エネルギー導入普及促進事業 

◆廃棄物抑制及びリサイクル推進 

・産業廃棄物抑制及び再利用技術開発支援 

事業 

・○新 環境にやさしいモデル工事 

美しい自然環境の保全 

連携
・ 

融合 

◆猪苗代湖の環境保全 

・みんなで守る美しい猪苗代湖推進事業 

・高度処理型浄化槽整備事業 

◆尾瀬地域の環境保全 

・「みんなの尾瀬」ふれあい推進事業 

◆地域との結びつき 

・○新 清らかな“水のふるさと”ふくしま

発信事業 

・○新 産業廃棄物地域コミュニケーション

形成支援事業 

・産業廃棄物抑制及び再利用施設整備 

支援事業 

県民総参加による 

脱温暖化プロジェクト 

連携
・ 

融合 

◆「福島議定書」事業の更なる発展 

・地球温暖化防止のための｢福島議定書｣

事業 

・エコポイントによる環境活動促進事業 

・○新 低炭素な住まいづくり推進事業 

◆カーボン・オフセットの推進 

・○新 カーボンオフセット普及促進事業 

・○新 ペレットストーブオフセットクレジ

ット活用事業 

◆森林資源のフル活用 

・○新 森を木づかうふくしま住まいる事業

・○新 木質バイオマス利用施設等整備事業

◆中小企業における省エネ化の促進 

・地球にやさしい事業活動支援事業 

 

環境を守る意識の浸透 

・・ふふくくししまま環環境境エエネネルルギギーーフフェェアア  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                            

                                        

                                                              

                                                                  

                                                                        

                                            

 

 

 

 

                                                      

                                                    

                                                           

                                                                

文化・スポーツの振興など 

による魅力発信 活力に満ち魅力あふれる地域づくり 

連携
・ 

融合 

◆ 地域づくりへの支援 

・○新 地域のスクラム応援事業 

・地域づくり総合支援事業 

・○新 地方振興局重点施策推進事業費 

・大学等の知の活用による地域支援事業 

◆過疎・中山間地域の振興 

・○新 新編「歳時記の郷・奥会津」 

活性化事業 

・○新 過疎・中山間地域における地域 

交通確保事業 

・過疎・中山間地域力育成事業 

◆雇用の場の確保 

・新規高卒者等雇用対策事業 

・○新 頑張る農業応援！新規就農定着支援事業

・○新 林業新規就業支援事業 

定住・二地域居住と観光など 

による交流の推進 

連携
・ 

融合 

◆定住・二地域居住の推進 

・○新 田舎に住んで民家促進事業 

・ふくしま定住・二地域居住推進戦略 

事業 

◆広域交流・観光の推進 

・○新 福島大型観光キャンペーン推進 

プロジェクト 

・○新 「合宿の里ふくしま」推進事業 

・○新 国際会議等誘致推進事業 

・○新 上海万博関連ＰＲ強化事業 

・○新 ふくしまふるさと体験交流促進事

業 

・○新 福島空港を活用した青少年交流推

進事業 

◆文化の振興による魅力発信 

・うつくしま文化元気ルネサンス事業 

・○新 いきいき地域文化活力創出事業 

・○新 ふくしま総文交流推進事業 

・ふくしまの森林文化復興事業 

◆スポーツの振興による魅力発信 

・○新 「陸上王国福島」基盤整備事業 

・○新 スポーツによる中国ジュニアチーム 

との交流事業 

・世界のスキーリゾートふくしま創造事業 

 

福島県の魅力の発掘・創出・向上・発信 

プログラム４  ふくしまのにぎわい創出プログラム 

～ 魅力ある地域づくりと交流などによるにぎわい創出 ～ 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆安心できる地域医療提供体制の充実 

・会津医療センター（仮称）整備事業 

・○新 地域医療再生基金事業（会津・南会津 

 医療圏） 

・○新 双葉地域救急センター等整備事業 

・精神科救急医療システム整備事業 

(○新 精神科救急情報センター事業) 

・医師派遣事業等 

◆多様な福祉サービスの充実 

・おもいやり駐車場利用制度推進事業 

・在宅ケア推進事業 

・発達障がい地域支援体制強化事業 

・○新 特別支援教育総合推進事業 

 

 

 

 

                                        

      

                                            

                                        

                                                              

                                                                  

                                                                         

                                            

                                                

                                                        

                                                    

                                                           

                                                                     

                                                    

                                                                                                                             

連携
・ 

融合 

◆災害など不測の事態への対策の充実 

・みんなでいのちを守る地域防災力向上

事業 

・○新 地上デジタル放送共聴施設整備 

支援事業 

・○新 災害拠点病院等耐震化事業 

・緊急橋りょう改修事業  

・新型インフルエンザ対策推進事業 

・集中豪雨から命を守るﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業 

◆身の回りの安全と安心の確保 

・安全で安心な県づくり推進事業 

・消費者行政体制強化事業 

・食の安全・安心推進事業 

・○新 GAP 導入支援普及活動推進事業 

・○新 自転車安全総合対策推進事業 

連携
・ 

融合 

 

 

◆生涯を通じた健康づくりの充実 

・○新 「うつくしまから太陽へ」県民 

健康運動 

・未来（ゆめ）づくり食育事業 

・○新 ふくしまっ子食育推進ネットワーク

事業 

◆はつらつと活躍する社会の実現 

・夢わくわく「学ぶんジャー」 

プロジェクト 

・○新 ふくしまの映像文化アーカイブ事業

・うつくしま文化元気ルネサンス事業

健康づくりと 

生きがいづくり 
地域医療の確保と 

地域福祉の充実 
災害等への備えと身近な 

安全と安心の確保 

生涯を通じて健康でいきいきと過ごせる社会 
保健・医療・福祉が充実した安全で安心な社会 
さまざまなリスクに対して安全で安心な社会 

プログラム５ 健康で生きがいに満ち、安全で安心なふくしまづくり推進プログラム 

～安全と安心に支えられた快適な暮らしの実現～ 


	(1)子育て0201
	(2)産業0201
	(4)低炭素(財政課修正後）0202
	(5)にぎわい案修正後0202
	(7)健康、安全安心0201

