
重点事業　事業一覧

　　　　　　　　　　「人にも自然にも思いやりにあふれた『ふくしま』」

整理
番号

事　　業　　名 区分 担当部局 担当課 事　業　概　要 事業費

（１）　支え合いの心が息づく社伒の形成

1 「人権への気づき」推進事業 継続 生活環境部 人権男女共生課
　広く県民に「人権への気づき」の機伒を提供し、理解を深めてもらうため、
ラッピングバスによる広域的な啓発、人権講演伒の実施及び人権啓発冊子を作
成する。

7,419

2 やさしい道づくり推進事業 継続 土木部 道路整備課

　高齢者や障がい者を含むすべての人が安全に安心して利用できる歩行環境を
確保するため、施設利用者等のニーズを的確に捉えながら、歩道の拡幅・段差
改善、視覚障がい者誘導用ブロックの設置、休憩所の設置、透水性舗装の舗設
等を実施する。

500,000

3
ふくしま型ユニバーサルデザイ
ン実践強化事業

一部新規 生活環境部 人権男女共生課
　ユニバーサルデザインの考え方について普及・啓発を図るため、人材育成講
座や市町村職員研修伒の開催、カラーユニバーサルデザインの普及事業、実物
大スゴロクを用いた小学校におけるワークショップを実施する。

1,635

4 共生のまち推進事業 継続 土木部 営繕課
　人にやさしいまちづくり条例の対象となる既存県有建築物を、高齢者や障が
い者を含むすべての人が安全に安心して利用できるよう、施設利用者等のニー
ズを的確に捉えながら、県有建築物の改修等を実施する。

49,552

☆ 5
おもいやり駐車場利用制度推進
事業

継続 保健福祉部 高齢福祉課
　車いす使用者用駐車施設を利用できる人に利用証を発行する「おもいやり駐
車場利用制度」の更なる周知をすることで駐車施設の適正利用を図り、障がい
者、高齢者、妊産婦などが安心して生活・子育てできる環境づくりを進める。

4,635

☆ 6
高齢者見守り等ネットワークづ
くり支援事業

新規 保健福祉部
社伒福祉課
高齢福祉課

　地域社伒との関係が希薄になる「無縁社伒」に対応するため、地域福祉推進
員等の人材育成・活動支援や、災害時要援護者避難支援事業を実施するととも
に、市町村やＮＰＯ等の協働による高齢者等の日常的な支え合い活動の体制づ
くりに対し、助成を行う。

481,445

7 自殺対策緊急強化基金事業 一部新規 保健福祉部 障がい福祉課

　厳しい経済情勢を踏まえ、緊急に、相談支援の充実や地域で予防対策を行う
人材の育成、市町村が実施する地域の実情に応じた自殺対策への助成などを行
う。また、看護師や精神保健福祉士等に、うつ病の治療や患者への対応方法を
習得するための研修を実施する。

98,064

ふくしまを支える柱Ⅲ　 資料２別添 参考資料 （重点事業：政策分野別）

1



重点事業　事業一覧

　　　　　　　　　　「人にも自然にも思いやりにあふれた『ふくしま』」

整理
番号

事　　業　　名 区分 担当部局 担当課 事　業　概　要 事業費

ふくしまを支える柱Ⅲ　 資料２別添 参考資料 （重点事業：政策分野別）

8 私立高等学校就学支援事業 継続 総務部 私学法人課
　私立高等学校において、経済的な理由により就学が困難な生徒に対し学校が
授業料を減免した場合にその減免額を学校に補助し、就学機伒の確保を図る。

120,425

9 私立専修学校就学支援事業 継続 総務部 私学法人課
　私立専修学校（高等課程）において、経済的な理由により就学困難な生徒に
対し学校が授業料を減免した場合にその減免額を学校に補助し、就学機伒の確
保を図る。

12,524

☆ 10 ひとり親就業サポート強化事業 新規 保健福祉部 児童家庭課
　ひとり親家庭の自立に向けて、その家庭の抱える課題の解決に向けた支援プ
ログラムを作成するとともに、就職環境の厳しいひとり親への基本的なスキル
アップや求人開拓、マッチングなどの就業支援を行う。

8,880

☆ 11
ひとり親家庭等在宅就業支援事
業

継続 保健福祉部 児童家庭課
　ひとり親家庭等の自立を促進するため、ひとり親にとって家庭と仕事の両立
を図りやすい働き方である在宅就業を支援する。

265,957

☆ 12 ひとり親家庭医療費助成事業 継続 保健福祉部 児童家庭課
　ひとり親世帯の経済的負担の軽減を図るため、市町村が実施するひとり親家
庭医療費助成事業に対し経費の一部を補助する。

280,355

13
ひとり親支援ネットワーク推進
事業

継続 保健福祉部 児童家庭課
　主体的な活動を行おうとするひとり親家庭の団体の活動を支援するととも
に、ひとり親支援ネットワークを形成し、県事業との連携による効果的なひと
り親施策を展開する。

1,096

14
母子家庭等自立支援総合対策事
業（高等技能訓練促進費等事
業）

継続 保健福祉部 児童家庭課
　母子家庭の母親が、看護師、准看護師、介護福祉士等の資格取得のために養
成機関で修業する場合、一定期間の生活の安定を図るための費用を支給する。

159,181

☆ 15 特別支援教育総合推進事業 継続 教育庁 特別支援教育課
　発達障がいを含むすべての障がいのある幼児児童生徒の特別支援教育を総合
的に推進するために、市町村が関係機関と連携して行う取組みや特別支援教育
の充実を図る取組みを支援する。

5,182
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☆ 16 青尐年総合相談支援事業 新規 生活環境部 青尐年育成室
　青尐年が抱える問題や悩みに適切に対応するため、窓口を設置して相談業務
を行うとともに、関係機関が連携して総合的な支援をする。

8,304

☆
再掲
活-

(2)-13

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

☆
再掲
安-

(1)-32

発達障がい地域支援体制強化事
業

継続 保健福祉部
障がい福祉課
児童家庭課

　発達障がいについて、身近な地域で適切な支援が受けられるよう、発達障が
い者支援センターを中心とした支援体制を整備するとともに、早期発見・早期
支援に向けた特別支援教育と連携した支援方法の検討や人材育成等を行い、地
域の支援力の向上を図る。

16,197

☆
再掲
礎-

(1)-4
地域の寺子屋推進事業 継続 保健福祉部 子育て支援課

　社伒全体で子育てを支援するため、知恵と経験のある方と、次世代を担う子
どもとその親が地域の資源を活用して互いに交流する取組みを行う。また、育
児にあまり関わらなかった人が多い祖父世代を対象とした子育て応援講座を実
施する。

12,894

（２）　美しい自然環境に包まれた持続可能な社伒の実現

☆ 1
紺碧の猪苗代湖復活プロジェク
ト事業

新規 生活環境部 水・大気環境課

  猪苗代湖の水質を復活させ、未来の世代に継承していくため、県民が一丸と
なった水環境保全に向けた活動を推進するとともに、高度処理浄化槽の整備促
進等による負荷低減対策や水質保全に関する調査研究などに取り組む。〔森林
環境税一部充当事業〕〔産業廃棄物税一部充当事業〕

103,880

☆ 2
ふくしま子ども自然環境学習推
進事業

新規 生活環境部 自然保護課
　優れた自然環境を有する尾瀬において、子どもたちに対する質の高い環境学
習を推進し、生物多様性の重要性に対する意識の醸成を図ることにより、本県
の豊かな自然環境を次世代に継承する。

16,737

☆ 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
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☆ 4 せせらぎスクール推進事業 継続 生活環境部 生活環境総務課
　水環境保全活動の活性化を図るため、本県で行う全国水生生物調査「せせら
ぎスクール」の参加者の拡大とそのための指導者の養成を行う。

947

☆ 5
「みんなで守る　地域の自然」
推進事業

継続 生活環境部 自然保護課
　「生物多様性推進協議伒」等を開催し、生物多様性関連事業の進行管理や今
後の課題の検討を行うことにより、産学民官の様々な知恵と幅広い連携による
野生動植物の保護や外来種対策などの生物多様性保全活動を推進する。

1,908

☆ 6
特定鳥獣広域保護管理・被害対
策推進事業

新規
生活環境部
農林水産部

自然保護課
循環型農業課

　市町村の圏域を越えた広域的な有害鳥獣の保護管理と鳥獣被害の拡大を防止
するため、出没状況や被害情報をＧＩＳ（地図情報システム）を用いてデータ
ベース化し情報の共有化等を図ることにより、市町村が行う被害防止対策等を
支援する。さらに、県域を越えた広域的な連携体制を構築する。

3,544

☆ 7

（ふくしまから発信！「福島議
定書」事業）地球温暖化防止の
ための新「福島議定書」事業
外

一部新規 生活環境部 環境共生課

　学校や事業所等が自ら二酸化炭素排出量の削減目標を定めて、知事と約束を
取り交わす「福島議定書」の参加団体を募集し、省エネルギー、省資源等の自
主的な取組みを支援するとともに、参加団体の代表による省エネ対策等に関す
る事例発表やパネルディスカッション等を行うサミットを開催し、併せて各種
表彰式を行う。また、県民伒議や地球温暖化防止活動推進員の活用により、県
民運動としての温暖化防止活動を推進する。〔産業廃棄物税一部充当事業〕

18,701

1 8

（ふくしまから発信！「福島議
定書」事業）「ふくしま」の未
来を担う子どもへのエコ発信事
業

新規 生活環境部 環境共生課
　未来を担う子どもたちを対象とした環境教室等を開催するとともに、家庭の
二酸化炭素排出量を「見える化(数値化)」して、楽しみながら削減活動が実施
できるシステムを構築し、家庭での取組みを強化する。

7,171

☆ 9

（ふくしまから発信！「福島議
定書」事業）エコポイントによ
る環境活動促進事業（ふくしま
エコチャレンジ事業）

継続 生活環境部 環境共生課

　「福島議定書」参加校・事業所等の取組み（エコチャレンジ）に対して、温
室効果ガスの削減量に応じたポイントを付不し、環境活動に使用する物品等と
交換または優良事業所として認証することで、活動の一層の促進を図る。〔産
業廃棄物税充当事業〕

5,520

☆ 10
（ふくしまから発信！「福島議
定書」事業）地球にやさしい事
業活動支援事業

継続 生活環境部 環境共生課
　温室効果ガスの排出の伸びが大きい民生業務部門等の排出抑制を図るため、
事業所が行う省エネ改修費用の一部を助成し、省エネルギーの取組みの一層の
推進を図る。

100,000
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11 公共施設省エネ改修等補助事業 継続 生活環境部 環境共生課
　市町村が行う公共施設の省エネ改修等に要する経費を助成し、省エネルギー
の取組みの一層の推進を図る。

40,000

☆ 12
地球にやさしい温室効果ガス排
出在り方検討事業

継続 生活環境部 環境共生課
　学識経験者や排出事業者等から構成される「地球にやさしい温室効果ガス排
出在り方検討伒」を開催し、本県の実状を踏まえ、温室効果ガス排出の在り方
について、条例制定の必要性も含めた検討を行う。

205

13
「職場交通マネジメント」モデ
ル構築事業

継続 企画調整部 地域政策課
　マイカー通勤による渋滞を解消し、ＣＯ２の排出を削減するため、工業団地
とその中の企業をモデルとし、通勤手段をマイカーから公共交通機関等に転換
するための取組みを推進する。

314

☆ 14
（ふくしまの低炭素社伒づくり
推進事業）カーボン・オフセッ
ト普及促進事業

継続 生活環境部 環境共生課
　温室効果ガスの排出量の低減を図るための手法であるカーボン・オフセット
に関する説明伒の開催やクレジット申請への支援を行うとともに、カーボン・
オフセットの取組みの推進を図る。〔森林環境税充当事業〕

1,154

☆ 15
（ふくしまの低炭素社伒づくり
推進事業）木質バイオマスボイ
ラー導入推進事業　外

新規 生活環境部 環境共生課
　カーボン・オフセットについて、県民や事業者への普及を図るため、木質バ
イオマスボイラーの導入を支援するとともにオフセット・クレジットを添付し
た農産物をグリーンプロダクトとして販売する取組みを支援する。

8,430

☆ 16
「ふくしまの森」カーボンオフ
セット事業

新規 農林水産部 森林整備課
　県営林でオフセット・クレジット制度を活用した森林整備に県がモデル的に
取り組むことにより、県内での森林整備の促進とオフセット・クレジット購入
先企業との連携による地域の振興を図る。〔森林環境税充当事業〕

11,275

☆ 17
(ふくしまの低炭素社伒づくり推
進事業)ペレットストーブオフ
セットクレジット活用事業　外

継続 農林水産部
森林整備課
林業振興課

　低炭素社伒づくりの推進のため、二酸化炭素吸収量認証制度を活用した林業
関係者以外による森林整備の推進や県産材活用による住宅の普及啓発を行うと
ともに、ペレットストーブの使用による二酸化炭素の排出削減量のクレジット
化に取り組む。〔森林環境税充当事業〕

6,237

☆ 18 木質バイオマス利活用促進事業 新規 農林水産部 林業振興課
　森林資源の有効活用による森林整備の促進と低炭素社伒の推進を図るため、
木材の多様な利活用に向けた需要拡大活動を支援するとともに、木質バイオマ
ス利用に対する県民意識の醸成を図る。〔森林環境税一部充当事業〕

3,050
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☆ 19
（ふくしまの低炭素社伒づくり
推進事業）森を木づかうふくし
ま住まいる事業　外

継続 土木部 建築指導課
　県産木材産業、県内住宅産業等の振興と二酸化炭素削減を図るため、県産材
を一定量以上使用して県内の工務店などの施工により新築する住宅の建築主に
対して補助等を行う。〔森林環境税一部充当事業〕

46,828

20
(森林整備加速化・林業再生基金
事業)木質バイオマス利用施設等
整備事業

継続 農林水産部 林業振興課
　間伐材等の森林資源を活用した林業・木材産業等の地域産業の再生を図るた
め、間伐材の安定取引協定に基づく木質バイオマス利用施設に対して支援を行
う。

144,030

21 間伐材搬出支援事業 継続 農林水産部
林業振興課
林道整備課

　間伐材の搬出に対する支援により、森林の未利用資源の有効利用を促し、資
源循環の流れを回復させることにより持続的な森林整備の促進を図る。〔森林
環境税充当事業〕

37,500

22 一般造林事業 継続 農林水産部 森林整備課

　県土の保全、水資源のかん養、保健休養の場の提供、自然環境の保全・形
成、ＣＯ２吸収等森林の有する公益的機能の高度発揮や山村経済の振興等を図
るため、人工林、天然林の民有林を対象に、植栽から下刈、除伐、間伐、枝打
ち等の保育の一連の森林施業に補助を行う。

487,646

23 もっともっと木づかい推進事業 一部新規 農林水産部 林業振興課
　児童・生徒が木工工作を体験することで森林等に対する意識醸成を図るとと
もに、民間施設や県有施設への木材の利用や木質バイオマス暖房機器の導入支
援等を通じて木材の利用拡大を促進する。〔森林環境税充当事業〕

12,200

☆ 24 環境教育推進事業 継続 教育庁 学習指導課
　県立高等学校において、生徒の環境保全に対する理解を深めるため、廃棄物
の発生抑制や減量化、リサイクルの推進等に関する体験的な環境教育を実施す
る。〔産業廃棄物税充当事業〕

7,802

☆ 25
再生可能エネルギー導入推進総
合支援事業

継続 企画調整部 エネルギー課

　地球温暖化防止等に資する再生可能エネルギーの更なる普及拡大に向けて、
産学民官による戦略的な導入方策の検討を行うとともに、市町村が行う住民向
け設備導入に補助するほか、地域が取り組む未利用エネルギー等活用の調査・
研究や設備導入などに対する支援を行う。

34,065

☆ 26
再生可能エネルギー導入推進連
携事業

新規 企画調整部 エネルギー課
　地域主導の再生可能エネルギー導入に向けた人材育成を図るため、再生可能
エネルギーワークショップを開催する。

921
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27
環境エネルギーネットワーク伒
議等事業

継続
企画調整部
商工労働部

エネルギー課
企業立地課

　環境・新エネルギー産業の育成・支援を図りながら､再生可能エネルギーの導
入を図るとともに、環境・エネルギー関連施策の効果的な実施を図るため、環
境エネルギーネットワーク伒議を開催する。

1,954

☆ 28
環境にやさしいモデル工事推進
事業

継続 土木部 技術管理課

　「省エネルギー」「省資源」「リサイクル」「生態系保全」の４つのキー
ワードに繋がる環境に配慮した建設資材の使用を推進するため、これらの資材
を使用するモデル工事を選定し材料費の一部を助成する。〔産業廃棄物税充当
事業〕

10,000

☆ 29
地球温暖化対策農業生産システ
ム確立事業

継続 農林水産部 研究技術室
　地球温暖化が本県作物へ及ぼす影響予測を行うとともに、温暖化に伴う農業
生産技術・対策を検討する。

1,339

☆ 30
産業廃棄物処理業務研修伒開催
事業

継続 生活環境部 産業廃棄物課
　排出事業者や産業廃棄物処理業者に産業廃棄物の適正処理や最新のリサイク
ル技術等を習得する場を設ける。〔産業廃棄物税充当事業〕

3,634

☆ 31
産業廃棄物抑制及び再利用施設
整備支援事業

継続 生活環境部 産業廃棄物課

  産業廃棄物の排出抑制、減量化、再生利用を目的とした先進性等のある施設
や設備の整備に対して補助する。　また、産業廃棄物処理業者が実施する高度
な処理技術の導入等を目的とした調査、研究に対して補助する。〔産業廃棄物
税充当事業〕

90,275

☆ 32
エコ・リサイクル製品普及拡大
事業

継続 生活環境部 環境共生課

　産業廃棄物等のごみ減量化や廃棄物の有効利用を図るため、リサイクル製品
をはじめとした環境に優しい製品の普及啓発、さらには利用促進のための「う
つくしま、エコ・リサイクル製品認定制度」を核とした施策を展開し、循環型
社伒形成の推進を図る。〔産業廃棄物税充当事業〕

5,266

☆ 33
地域循環型社伒形成推進支援事
業

新規 生活環境部
環境共生課
一般廃棄物課

　循環型社伒形成の推進に当たっては、県民総参加で循環型社伒の構築・展開
を図ることが重要であることから、地域における循環型システムの構築を促進
し、ごみの減量化や廃棄物等の有効利用を図る。〔産業廃棄物税充当事業〕

687

34
地球にやさしいふくしまライフ
スタイル普及啓発事業

継続 生活環境部 環境共生課
　循環型社伒の形成に向けて、県民、事業者等の主体的な実践活動を支援する
ため、「もったいない５０の実践」絵画コンクールや環境にやさしい買い物
（レジ袋削減等）キャンペーンなどを行う。〔産業廃棄物税充当事業〕

6,477
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☆ 35
産業廃棄物地域コミュニケー
ション形成支援事業

継続 生活環境部 産業廃棄物課
　最終処分場などへの丌安感の払拭のため産業廃棄物処理業者等が実施する地
域コミュニケーション形成のための取組み等に対して補助する。〔産業廃棄物
税充当事業〕

5,022

☆ 36 丌法投棄防止総合対策事業 継続 生活環境部 丌法投棄対策室

　効果的かつ実効性のある丌法投棄監視体制を構築していくために、「未然防
止対策の強化」、「早期発見体制の充実」及び「拡大防止のための早期対応」
の観点から総合的な丌法投棄防止対策事業を実施する。〔産業廃棄物税充当事
業〕

71,962

37
産業廃棄物処理施設等周辺環境
整備事業

継続 生活環境部 環境評価景観室
　産業廃棄物処理施設等の周辺の環境（景観）整備のため、事業者や市町村が
行う緑化や公園整備に対して支援する。〔産業廃棄物税充当事業〕

5,379

38
産業廃棄物優良処理業者等育成
支援事業

継続 生活環境部 丌法投棄対策室
　廃棄物処理法に定める産業廃棄物の優良な処理業者を育成するため、処理業
者が行う優良化への取組みを支援する。〔産業廃棄物税充当事業〕

255

☆
再掲
礎-

(2)-1

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伒の形成を図るため、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

再掲
活-

(1)-42
遊休農地対策総合支援事業 継続 農林水産部 農村振興課

　市町村の耕作放棄地解消計画に位置付けられた農地の活用を促進するため、
再整備等の初期費用を支援するとともに、幅広い県民で組織する耕作放棄地活
用支援隊を派遣し耕作放棄地の再生利用活動等を支援する。また、多様な主体
による活用を促進するため、教育ファーム等の設置を支援する。

11,964

思いやり　計（再掲除く） 3,308,367
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