
重点事業　事業一覧

整理
番号

事　　業　　名 区分 担当部局 担当課 事　業　概　要 事業費

☆ 1 里・山いきいき戦略活性化推進事業 新規 企画調整部 地域振興課

　「山里の暮らし」を継承していくため、過疎・中山間地域の農地・森林・
空き家の一体的利活用に向けた仕組みづくりの検討及び当該物件の調査等を
進める。 8,082

☆ 2 頑張る集落応援事業 新規 企画調整部 地域振興課

　住民主体の地域づくりを支援するため、大学生等の力の活用や集落支援員
のレベルアップ、様々な方法による過疎・中山間地域集落の農産物の販売促
進などにより、集落の活性化を図る。 9,243

☆ 3
新編「歳時記の郷・奥会津」活性化
事業

継続 企画調整部 地域振興課

　「人が住み、集まる魅力的な奥会津」を目指し、只見川電源流域振興協議
会及び流域町村が取り組む地域産業の確立や暮らし向上のための事業、広域
交流を促進する施設整備等の事業に対して支援を行う。 243,619

☆ 4
過疎・中山間地域における地域交通
確保事業

継続 土木部 道路計画課

　過疎・中山間地域において、住民の安全・安心を支える地域交通の確保を
図るため、過疎・中山間地域の移動実態やニーズを踏まえ、改善方策の検討
と計画策定を行う。 15,000

☆ 5
新たな県民運動・ステップアップ事
業

新規
文化スポーツ
局

文化振興課

　互いに支え合う良好な地域社会の形成を図るため、新“うつくしま、ふく
しま。”県民運動の更なる展開により、「人と地域」を支える基盤づくりや
地域課題の解決に向けた県民の自主的な実践活動の促進等の支援を行う。 47,888

☆ 6 地域づくり総合支援事業 一部新規 企画調整部 地域振興課

　民間団体等が行う地域づくり活動や、過疎・中山間地域の集落等が行う再
生事業、NPO等と市町村が行う地域課題解決のための協働モデル事業に対し
て支援を行うほか、地方振興局が中心となって地域の実情に応じた事業を企
画・実施する。また、地域を支える人材の育成に取り組む。

443,858

☆ 7 地方振興局重点施策推進事業費 継続 総務部 総務課

　「いきいき ふくしま創造プラン」に掲げる地域別重点施策の実現に向け
て、地方振興局を始めとする出先機関が連携を図りながら地域課題に対応し
た事業を実施する。 25,000

　　　　プログラム４　ふくしまのにぎわい創出プログラム

☆：「当初予算主要事業一覧」掲載事業
再掲事業は再掲元の番号を記載してあります。

（１）　多様な力を結集した魅力ある地域づくり

資料２別添 参考資料 （重点事業：重点プログラム別）

1 



重点事業　事業一覧

整理
番号

事　　業　　名 区分 担当部局 担当課 事　業　概　要 事業費

　　　　プログラム４　ふくしまのにぎわい創出プログラム

☆：「当初予算主要事業一覧」掲載事業
再掲事業は再掲元の番号を記載してあります。

資料２別添 参考資料 （重点事業：重点プログラム別）

☆ 8
大学等の知の活用による地域支援事
業

継続 企画調整部 企画調整課

　「大学等空白地域」において複数大学等が連携して行う地域課題解決に向
けた取組みを支援する。また、地域課題解決のためのアドバイザー派遣を行
うとともに、地域貢献事例や研究分野等を紹介するセミナー及び相談会を開
催し、大学と地域の自主的な連携を促進する。

6,404

☆ 9
元気ふくしま、地域づくり ・交流促
進事業

継続 土木部
まちづくり推進
課

　県民が主役となり地域の歴史や文化などの各種資源を活用し、持続的成長
が可能な個性と魅力ある美しい地域づくりや、交流人口の拡大に結びつく取
組みを各主体の役割分担のもと、ソフト・ハード両面から推進する。 740,500

☆ 10 中心市街地賑わい集積促進事業 新規 商工労働部
商業まちづくり
課

　地域住民が策定した「地域ビジョン」に基づき、地域住民が望む業種を空
き店舗に配置し、中心市街地の賑わいを創出するために必要な支援を行う。

17,100

11 中山間地域等直接支払事業 継続 農林水産部 農村振興課

　中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し多面的機能を確保するた
め、中山間地域等の生産条件が丌利な地域において、集落協定等に基づき農
業生産活動を５年間以上行う農業者等に対し交付金を交付する。 1,500,810

12 相双地域資源活性化事業 継続 企画調整部 エネルギー課

　電源地域である相双地域の自立的、広域的及び将来にわたる地域振興を図
るため、市町村等が行う地域間の多様な交流を促進するための施設整備や地
域産業の振興事業等に対して支援する。 318,012

13 地域のスクラム応援事業 継続 総務部 市町村行政課

　市町村が地域のニーズに応じた地域づくりを行えるよう、市町村間の自主
的な広域連携を促進し、小規模町村等が広域連携に係る協議会等を設置する
場合には、県職員を駐在させるとともに、その運営事務費等を交付するな
ど、市町村の主体的な広域連携を支援する。

1,200

14 光ファイバ通信基盤整備促進事業 継続 企画調整部 情報政策課

　ブロードバンド環境の早期整備を図るため、ブロードバンド環境の整備に
取り組む市町村に対して、その整備費用の一部を補助する。

120,000

15 中心市街地・商店街活性化推進事業 継続 商工労働部
商業まちづくり
課

　空き店舗の増加等により空洞化が進行している商店街の活性化のため、魅
力向上に取り組む各商店会等が空き店舗対策事業を実施する場合に、市町村
を通して補助金を交付するなどの支援を実施する。 21,161
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16
ふるさと福島若年者就職サポート事
業

新規 商工労働部 雇用労政課

　Fターン希望の若年者や学生のFターン就職を効果的に支援するため、合同
企業面接会等の就職イベントを開催するとともに、保護者や大学等就職部職
員を対象としたセミナーや交流会等を行う。 13,739

17 ふるさと福島Fターン就職支援事業 一部新規 商工労働部 雇用労政課

　Fターン就職の効果的な支援のため、ふるさと福島就職情報センターの窓
口を県内と東京に設置し、県内就職を希望する学生や求職者にきめ細かな就
職相談や職業紹介を行うとともに、企業情報を発信する。 34,108

18 新規高卒者等就職サポート事業 継続 商工労働部 産業人材育成課

　新規高卒未就職者等に対する就職支援のため、テクノアカデミーの施設や
ノウハウ等を活用した就職指導や体験学習等を実施する。

1,897

19
「ほっとする、ふくしま」新農業人
応援事業

新規 農林水産部 農業振興課

　新規就農者の確保と定着、地域の活性化を促進するため、新規就農者を受
け入れようとする地域に対し、住宅の改修、中古農具の整備等の経費を補助
するとともに首都圏向けの就農セミナーを開催する。 15,534

20
頑張る農業応援！新規就農定着支援
事業

継続 農林水産部 農業振興課

　新規就農者の定着を促進するため、研修を受け入れる経営体にその費用を
支援して、就農希望者の技術修得による経営確立の促進を図るとともに、県
や地域における新規就農サポート体制を整備する。 12,740

21 森林整備担い手対策基金事業費 継続 農林水産部 林業振興課

　森林整備を担う者に対し、各種研修の実施や福利厚生の充実強化、労働安
全衛生等の事業を実施することにより、担い手の安定的確保と資質向上を図
る。 127,858

22

福島県林業協会機械購入事業資金等
（林業構造改善事業・森林整備担い
手対策基金事業費・福島県林業協会
機械購入事業資金)

継続 農林水産部 林業振興課

　森林整備の低コスト化・林業担い手の確保を図るため、社団法人福島県林
業協会が実施する林業機械貸付事業を支援する。

78,534

再掲
1-(1)-7

うつくしまグリーンプロジェクト 継続 企画調整部 地域政策課

　小学校・幼稚園等の校庭・園庭のポット苗方式による芝生化の取組みを支
援することにより、子どもたちの生活環境の整備、体力向上及び地域コミュ
ニティの活性化などを通して魅力ある地域づくりを推進する。 7,468
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再掲
1-(3)-5

中山間地域インターネット活用学校
支援事業

継続 教育庁 学習指導課

　中山間地域の児童生徒の学習意欲と学力の向上を図るため、インターネッ
トによる学習環境の整備と小規模校同士の連携を推進する。

14,550

再掲
5-(1)-7

ふくしまの学び環境整備事業 新規
文化スポーツ
局

生涯学習課

　県民の生涯学習活動を支援する情報の効果的な提供を図るため、大学や
NPO、民間事業者等の関係者から生涯学習支援人材情報を始めとする情報の
収集を行うとともに、全庁的な連携により学習情報を一元的に提供するシス
テムを構築する。

11,378

再掲
5-(2)-14

ふくしま医師就職支援事業 継続 保健福祉部 地域医療課

　広く県内外から県内病院等での勤務を希望する医師の情報収集や県内病院
の情報提供等を行い、医師の県内病院等への就職を支援する。

12,399

再掲
5-(3)-36

市町村生活交通対策のための補助 継続 生活環境部 生活交通課

　地域住民の日常生活に必要な生活交通を確保するため、市町村が主体的に
行う生活交通対策事業（バス事業、デマンド型乗合タクシー等）に対して助
成する。 139,153

再掲
5-（3)-40

福祉・介護人材確保緊急支援事業 継続 保健福祉部
社会福祉課
福祉監査課

　福祉・介護サービス分野の人材を確保するため、施設や事業所等が行う職
場体験や研修、人材マッチング等を支援する。

108,209

☆ 1 戦略的情報発信事業 一部新規 知事直轄 広報課

　本県の活力のため、“ほっとする、ふくしま”を統一コンセプトに、一人
一人が足下の宝に気づき、大切にし、誇りを持って、市町村や民間団体、
しゃくなげ大使、県人会等と一体となって福島県の宝を発信することによ
り、本県の認知度を高める。

22,953

☆ 2 全国高等学校総合文化祭開催事業 継続 教育庁
学校生活健康課
全国高等学校総
合文化祭推進室

　平成２３年に第３５回全国高等学校総合文化祭を本県で開催し、本県の次
代を担う高校生の豊かな感性や創造性を育むとともに、高校生の文化・芸術
活動の一層の活性化と、本県文化の振興を図る。また、この機会を活用し、
豊かな自然や、長年の歴史に培われてきた伝統や文化など、本県の魅力を県
外へ発信する。

149,349

（２）　文化・スポーツの振興などによる魅力発信

4 



重点事業　事業一覧

整理
番号

事　　業　　名 区分 担当部局 担当課 事　業　概　要 事業費

　　　　プログラム４　ふくしまのにぎわい創出プログラム

☆：「当初予算主要事業一覧」掲載事業
再掲事業は再掲元の番号を記載してあります。

資料２別添 参考資料 （重点事業：重点プログラム別）

☆ 3 いきいき地域文化活力創出事業 一部新規
教育庁
文化スポーツ
局

社会教育課
文化振興課

　地域の教育力向上や文化・観光・産業等が融合した地域活性化を図るた
め、県立文化施設６館の連携した取組みや新たな文化創造へ向けた取組みを
行う。(平成23年度は新たに中通りを中心として水と街道の文化に関する取
組みを行うとともに、引き続き、地域文化（会津の漆）に関する取組み等を
行う。）

43,760

☆ 4 奥会津アートによる魅力発信事業 新規
文化スポーツ
局

文化振興課

　過疎・中山間地域の振興のため、奥会津地域の自然・文化等の地域資源を
活用し、芸術家が地域に滞在しての作品制作や地域住民参加型のワーク
ショップを実施し、制作された作品を展示する。 18,259

☆ 5
声楽アンサンブルコンテスト全国大
会開催事業

継続
文化スポーツ
局

文化振興課

　全国トップレベルの声楽アンサンブルグループによるコンテストを開催
し、日本の合唱レベルの向上を図るとともに、「合唱王国ふくしま」を全国
に発信する。 15,001

☆ 6 ふくしまの森林文化継承事業 一部新規 農林水産部 森林計画課

　ふくしまの森林文化を見直し、森林と人の関係を新たにつくるため、県内
各地域に根ざした森林文化を掘り起こし、広く発信するための調査と記録映
像の制作等を行うとともに、木に由来する伝統文化に関する体験活動イベン
トを実施する。〔森林環境税充当事業〕

9,460

☆ 7 競技力向上特別対策事業 新規
文化スポーツ
局

スポーツ課

　国体などの全国大会における本県の競技力の更なる向上を図るため、全国
レベルで活躍している高校部活動及び県外より強豪チームを招いての交流試
合開催への支援を行うとともに、競技団体強化指導者のスキルアップや競技
団体の組織体制強化を行う。

14,283

☆ 8 「陸上王国福島」基盤整備事業 継続
文化スポーツ
局

スポーツ課

　競技力向上のリーディングスポーツとして陸上競技を発展させるために、
トップアスリートを招聘しての強化練習会等を行う。

2,435

☆ 9
世界のスキーリゾートふくしま創造
事業

継続
文化スポーツ
局

スポーツ課

　関係団体等により設置された「スキーリゾートふくしま創造会議」におい
て、地域の観光資源などを活用した事業を連携して行い、「世界のスキーリ
ゾートふくしま」と呼ばれるにふさわしい地域づくりを目指す。 2,025

10 指定文化財保存活用事業 継続 教育庁 文化財課

　文化財を生かした地域振興を図るため、国及び県指定文化財の保存と活用
を一体的に行う取組みについて、事業実施に要する経費を補助する。

26,921
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11 民俗芸能次世代継承事業 新規 教育庁 文化財課

　民俗芸能に触れる機会の尐ない子どもたちやその保護者等の理解と関心を
高めるため、県内で小～高校生を中心に活動している民俗芸能の保存団体
が、日頃の活動成果を発表する場や、観覧者が実際に踊り等を体験できる場
を設ける。

1,854

再掲
1-(1)-6

地域連携型人材育成事業
（双葉地区教育構想）

継続
文化スポーツ
局

スポーツ課

　富岡高校国際スポーツコースのバトミントン・ゴルフ競技においては国内
トップレベルの専任コーチ、サッカーにおいてはＪＦＡアカデミーのコーチ
による指導を行い、世界に通用する選手育成のための指導体制を確立する。
また、中高連携の一層の充実と地域住民との連携・サポート体制づくりを行
う。

18,424

再掲
1-(1）-8

２１世紀ふくしま文化担い手育成事
業

継続
文化スポーツ
局

生涯学習課

　子どもたちの文化芸術活動への積極的な参画のため、文学、音楽など、そ
れぞれの分野における講座「ふくしま文化尐年倶楽部」を開催するととも
に、伝統芸能等を次代に受け継ぐために発表や交流の場を設け、本県文化の
担い手を育成する。

2,286

再掲
1-(1)-15

ジュニアアスリート育成事業 継続
文化スポーツ
局

スポーツ課

　運動能力に優れたジュニア層を対象に、中央競技団体の優れた指導者によ
る最新の技術指導を行い、競技力を高め、国内外の各種大会で活躍できる競
技者を育成する。 4,500

再掲
5-(1)-5

夢わくわく「学ぶんジャー」プロ
ジェクト

継続
文化スポーツ
局

生涯学習課

　第２０回全国生涯学習フェスティバルによって構築された人的ネットワー
クを活用し、「共生・協学」の理念が受け継がれるよう、音楽及び映像文化
について学びの場を提供し、人づくり、地域づくりにつなげるとともに、県
内の貴重な映像についてデジタルアーカイブ化と映像コンテンツを作成・配
信を行い、映像文化の振興を図る。

12,219

再掲
5-(1)-6

うつくしま文化元気ルネサンス事業 継続
文化スポーツ
局

文化振興課

　県民が文化に親しみ交流できるよう、文化活動を発表、鑑賞する場を年間
を通して提供するとともに、文化的な地域資源に光をあて、それを活かした
地域活性化を推進することにより、「する・見る・支える」文化の醸成を図
り、県民総参加による文化の振興を目指す。

8,939

☆ 1
福島県大型観光キャンペーン推進事
業

新規 観光交流局 観光交流課

　うつくしま観光プロモーション推進機構へ負担金を拠出し、平成２４年度
において、全県的に展開する「大型観光キャンペーン」の実施に向けた、着
地型旅行商品の造成や首都圏等への情報発信を強化する。 62,500

（３）　地域の魅力を生かした幅広い交流の推進
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整理
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資料２別添 参考資料 （重点事業：重点プログラム別）

☆ 2 ５県ループ交流構想事業 新規 企画調整部 企画調整課

　北関東自動車道の全線開通に合わせて、ループ状高速道路を活用した交流
人口の拡大を目指すため、北関東・磐越地域の5県が協力し、各部局や関係
団体と幅広く連携しながら着地型観光を推進し本県への誘客を図る。 14,204

☆ 3 観光誘客宣伝事業 一部新規 観光交流局 観光交流課

　本県観光の魅力を全国に発信し、更なる観光誘客を促進するため、「うつ
くしま観光プロモーション推進機構」と一体となったプロモーション活動や
八重洲観光交流館の運営、国内就航先におけるＰＲ活動等を行う。 70,950

☆ 4
大型観光キャンペーン「ふくしま総
文」連携事業

新規 教育庁
全国高等学校総
合文化祭推進室

　本県の観光・物産、芸術文化を振興するため、第３５回全国高等学校総合
文化祭、愛称「ふくしま総文」を大型観光キャンペーンに向けた誘客コンテ
ンツと位置づけ、来県する多くの方々へ、本県の魅力の情報を発信する。 5,389

☆ 5
ふくしま定住・二地域居住推進戦略
事業

一部新規 観光交流局 観光交流課

　専門相談窓口において本県への定住・二地域居住の相談を行うとともに、
ふくしまファンクラブや田舎暮らし専門誌、ホームページなどの媒体を使っ
てＰＲを実施する。　また、若年層・女性向けの田舎暮らし宿泊体験交流、
大都市部の企業等と県内の市町村や集落との交流促進などにより、定住・二
地域居住の拡大を図る。

34,036

☆ 6
ほっとする、ふくしま交流推進プロ
ジェクト

新規 観光交流局 観光交流課

　観光交流の拡大や定住・二地域居住への誘導を図るため、県産ブランド品
やB級グルメ、エコロジー、ロハスなど女性や若者への訴求力のあるコンテ
ンツを中心とした、首都圏PRイベントを行う。 19,778

☆ 7 田舎に住んで民家促進事業 継続 土木部 建築指導課

　市町村や地域で活動するNPO団体、丌動産・建設業団体と連携して設置し
た「福島県空き家・古民家相談センター」において、空き家や中古物件の情
報提供、改修や暮らしに関する支援を行う。 3,918

☆ 8 外国人観光客誘致促進・強化事業 新規 観光交流局 観光交流課

　海外との交流人口の拡大及び地域経済の活性化を図るため、今後急速な成
長が見込まれるアジアを中心に、外国人観光客の誘致と個人旅行者に対する
受入体制の整備を行う。 36,189

☆ 9 新しい文化の風交流事業 新規
文化スポーツ
局

文化振興課

　本県で開催される全国規模の大会に出場する海外文化団体と県民との交流
を実施するとともに、ふくしま総文の開催を契機とした青尐年と芸術文化団
体との交流及び文化ボランティア研修を実施し、本県文化活動の担い手を育
成する。

8,567
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☆ 10
ふくしま韓国みらいの架け橋推進事
業

新規 観光交流局 空港交流課

　東アジア地域の中でも重要な隣国の一つである韓国との交流を推進するた
め、本県の高校生を親善大使として派遣し、両国の文化体験等を通じて韓国
高校生との相互理解を促進する。また、国際交流員を新たに採用し、韓国側
の自治体や関係機関との総合調整を行うとともに、県内市町村への情報提供
や交流支援等を実施する。

10,720

11 ふくしまの恵み「食」のPR事業 新規 農林水産部
農産物安全流通
課

　ループ状高速道路を活用した誘客促進と本県農林水産物の知名度向上や消
費拡大を図るため、県内ホテル・旅館での本県オリジナル品フェアの開催、
隣県４県物産館での本県農林水産物フェアの開催、高速道路サービスエリア
での５県合同プロモーションを行う。

3,600

12
「全国農産物直売サミット」推進事
業

新規 農林水産部
農産物安全流通
課

　農産物直売所の魅力アップを図るため、本県で開催される「全国農産物直
売サミット」での県産食材のPRや方部別のフェアを開催することにより、全
国の直売所との情報交換や連携を促進する。 1,500

13 国際会議等誘致推進事業 継続 生活環境部 国際課

　海外に向けた本県のイメージづくりと認知度向上、さらには地域経済の活
性化を図るため、国際会議等の誘致を推進する。

4,187

14 磐梯山ジオパーク推進事業 継続 企画調整部 企画調整課

　磐梯山周辺の観光振興をはじめ、自然保護への理解や環境教育の推進、火
山による地域防災意識の高揚など、様々な面での持続的な発展のため、磐梯
山のジオパーク認定を目指す取組みを支援する。 2,668

15 「合宿の里ふくしま」推進事業 継続 観光交流局 観光交流課

　合宿誘致による都市部住民と地元住民の交流などによる地域の活性化を図
るため、「ふくしま合宿誘致推進会議」（仮称）を設けて受け入れ態勢の検
討を行うとともに、新規合宿団体を対象とした「モニター合宿」の実施や全
県的な合宿情報の発信などを行う。

4,980

16
ふくしまグリーン・ツーリズム推進
事業

継続 観光交流局 観光交流課

　体験交流型観光（グリーン・ツーリズム、子ども農山漁村交流プロジェク
トなど）の受入体制整備や誘致活動をする団体（地域協議会）への支援を行
うとともに情報発信により誘客を図る。 7,411

17 農山村地域等活性化対策事業 継続 農林水産部 農村振興課

　振興山村地域等における定住、交流を促進し、農山漁村の活性化を図るた
め、クラインガルテンなどの交流基盤の整備を推進する。

88,301
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18
ふくしま観光海外ブランド力強化事
業

継続 観光交流局 観光交流課

　観光による地域経済の振興及び交流人口の拡大を図るため、福島空港を活
用しながら、海外向け本県ＰＲの強化や本県が競争力を持つ分野での観光ブ
ランド力の向上・強化に取り組み、本県への海外誘客を促進する。 9,108

19
（教育旅行誘致促進事業）
国際教育旅行等誘致強化事業　外

継続 観光交流局 観光交流課

　東アジアからの国際教育旅行を誘致するため、教育旅行関係者等の招聘事
業を実施する。また、国際教育旅行で交流を受入れた学校に対し支援を行
う。さらに、海外からの教育旅行を受け入れた学校が、相互交流のために渡
航する際に支援を行う。

7,610

20 福島空港利活用促進対策事業 継続 観光交流局 空港交流課

　福島空港の活性化、県民の空港としての利活用の促進を図るため、市町村
や関係機関との連携による団体旅行等の促進、閑散期の需要拡大、修学旅行
による利用促進、さらに、福島空港及びＪヴィレッジを相互に活用した青尐
年交流の推進等に取り組む。

99,763

21 福島空港国際線利用促進事業 一部新規 観光交流局 空港交流課

　国際線の運航確保と利便性向上を図るため、航空会社へのトップセールス
等を実施する。また、国際定期路線の利用促進を図るため、乗継利用の拡大
に取り組む。さらに、中国語及び韓国語に対応可能な案内人を配置し、空港
における受入体制の充実を図る。

17,818

☆
再掲

2-(1)-1
ふくしま医療福祉機器グローバル展
開事業

新規 商工労働部 産業創出課

　本県の医療福祉関連機器の販路拡大を支援するため、これまでの「うつく
しま次世代医療産業集積プロジェクト」の取組みにより培われた、県内企業
等が有する技術・製品を国内はもとより、海外に向けても広くPRする。 25,445

再掲
3-(3)-3

清らかな“水のふるさと”ふくしま
発信事業

継続 企画調整部 土地・水調整課

　ふくしまの優れた水環境を広く県内外に発信することや、地域に伝わる優
れた水文化を再発見することで、交流や観光の拡大を推進し、併せて水資源
や水環境に対する理解や関心を深める。 1,398

プログラム４　計
（再掲分は除く）

4,621,784
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