プログラム１

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～

地域のつながりを生かした

子育てへの支援と若者の交流促進

学力の向上

健やかな子どもの育成
◆地域における支援
新 地域の子育て力向上事業
・○
新 子どもをはぐくむ家庭・地域支援事業
・○

・子育て応援パスポート事業
◆地域における教育等の充実
・地域の寺子屋推進事業
・児童環境づくり基盤整備事業
（民間児童館活動事業）

・地域連携型人材育成事業
・うつくしまグリーンプロジェクト
・２１世紀ふくしま文化担い手育成事業
・若者の社会参画推進モデル事業
・発達障がい地域支援体制強化事業
・特別支援教育総合推進事業
◆子どもの健やかな成長のための環境づくり
・「家族でもっとコミュニケーション 」チャレンジ事業

◆親と子のための保健・医療体制の整備

◆確かな学力の育成

・特定不妊治療費助成事業

新 学力向上推進支援事業
・○

新 健やか妊娠・出産サポート事業
・○

・地域医療を担う人材育成プラン

・乳幼児医療費助成事業

◆学校の教育環境の整備

・小児救急医療整備支援事業

・尐人数教育推進事業

◆子育て支援サービスの充実

・私立小中学校尐人数教育推進事業補助金

・保育対策等促進事業

・中山間地域インターネット活用学校支援事業

・児童厚生施設整備費補助金

・双葉地区教育構想

・放課後子どもプラン

◆読書活動の推進

◆援助を必要とする子どもや家庭への支援

新 豊かな心をはぐくむ子ども読書活動推進事業
・○

新 ひとり親就業サポート強化事業
・○

・ひとり親家庭等在宅就業支援事業
・ひとり親家庭医療費助成事業
◆若者の交流等への支援
・若者交流促進事業
◆仕事と生活の調和
新 ワーク･ライフ･バランス地域推進モデル事業
・○

プログラム２

産業の総合力発揮プログラム

～本県の持つ高い総合力を生かした産業振興と雇用の創出・確保～

医工連携をはじめとした
成長産業の集積

◆将来を支える産業の創出
新 ふくしま医療福祉機器グローバル展開事業
・○

・（一部新）ふくしま医療機器産業ハブ拠点形成事業
新 環境・新エネルギー関連産業創出プロジェクト事業
・○

・環境・新エネルギー関連産業集積･育成事業

地域産業の振興と販路拡大

人材の育成
◆地域産業の６次化の推進

◆地域産業を担う人づくり

新 ふくしま・６次化ステップアップ事業
・○

新 会津地域産学官連携型ＩＴ雇用創出事業
・○

・ふくしま・地域産業６次化推進事業

・テクノアカデミー （普通課程訓練事業・専門課程訓練事業）

・有機農業活用！６次産業化サポート事業

新 ふくしまの福祉を支える人材の育成事業
・○

◆新分野進出や起業への支援
新 地域に根ざした建設業新分野進出応援事業
・○

・ふくしまチャレンジャー支援事業
・輸送用機械関連産業集積育成事業

・企業等農業参入支援事業

・半導体関連産業クラスター育成支援事業

◆県産品の販路拡大

・成長産業育成資金

新 元気なふくしま水田農業産地づくり推進事業
・○
新 水稲新品種「天のつぶ」ブランド化育成支援事業
・○

・（一部新）がんばる企業・立地促進補助金

新 県産品の魅力ｕｐ！販路開拓プロジェクト
・○

◆産学官連携や知的財産の活用

・ふくしまイレブン生産販売強化事業

・ふくしま産学官連携推進事業

・県産品ブランド力向上戦略事業
・首都圏アンテナショップ事業

・（一部新）知的財産「ふくしま宝の山」事業

ふくしまの力強い産業を支える

・県産品中国市場販路開拓支援事業

新 農業教育推進事業
・○
新 ｢ほっとする、ふくしま｣新農業人応援事業
・○

新 学力向上推進支援事業
・○

・キャリア教育充実事業
◆若年者等の就職支援
新 ふるさと福島若年者就職サポート事業
・○

・（一部新）ふるさと福島Ｆターン就職支援事業
・新規高卒者等就職サポート事業

プログラム３

低炭素社会づくりプログラム

～環境と経済が好循環する環境先進県の実現～

県民総参加による

再生可能エネルギーの導入促進と

二酸化炭素吸収・排出抑制の推進

環境技術の普及

美しい自然環境の保全

◆「福島議定書」事業の更なる展開

◆再生可能エネルギー導入の促進

◆猪苗代湖の水質保全への取組み

・（一部新）地球温暖化防止のための新「福島議定書」事業

・再生可能エネルギー導入推進総合支援事業

新 紺碧の猪苗代湖復活プロジェクト事業
・○

新 「ふくしま」の未来を担う子どもへのエコ発信事業
・○

・エコポイントによる環境活動促進事業
・地球にやさしい事業活動支援事業
◆カーボン・オフセットの一層の推進
・カーボン・オフセット普及促進事業

新 再生可能エネルギー導入推進連携事業
・○
新 環境・新エネルギー関連産業創出プロジェクト事業
・○

◆環境技術の導入
・環境にやさしいモデル工事推進事業

◆尾瀬地域を活用した環境学習
新 ふくしま子ども自然環境学習推進事業
・○

◆地域での環境保全
・清らかな“水のふるさと”ふくしま発信事業
・せせらぎスクール推進事業

新 木質バイオマスボイラー導入推進事業
・○

・地球温暖化対策農業生産システム確立事業

新 「ふくしまの森」カーボン・オフセット事業
・○

・産業廃棄物抑制及び再利用技術開発支援事業

・「みんなで守る 地域の自然」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

◆廃棄物抑制及びリサイクルの推進

・産業廃棄物地域コミュニケーション形成支援事業

・森を木づかうふくしま住まいる事業

・産業廃棄物処理業務研修会開催事業

・不法投棄防止総合対策事業

新 木質バイオマス利活用促進事業
・○

・産業廃棄物抑制及び再利用施設整備支援事業

◆温暖化対策の更なる推進
・地球にやさしい温室効果ガス排出在り方検討事業

・エコ・リサイクル製品普及拡大事業
新 地域循環型社会形成推進支援事業
・○

・環境教育推進事業

プログラム４

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の創出～

多様な力を結集した

文化・スポーツの振興など

魅力ある地域づくり

による魅力発信

地域の魅力を生かした
幅広い交流の推進

◆過疎・中山間地域の振興

◆本県の魅力発信

◆大型観光キャンペーンに向けた取組み

新 里・山いきいき戦略活性化推進事業
・○

・（一部新）戦略的情報発信事業

新 福島県大型観光キャンペーン推進事業
・○

新 頑張る集落応援事業
・○

◆文化・芸術の振興による魅力発信

新 ５県ループ交流構想事業
・○

・全国高等学校総合文化祭開催事業

・（一部新）観光誘客宣伝事業

・（一部新）いきいき地域文化活力創出事業

新 大型観光キャンペーン「ふくしま総文」連携事業
・○

新 奥会津アートによる魅力発信事業
・○

◆定住・二地域居住の推進

・声楽アンサンブルコンテスト全国大会開催事業

・（一部新）ふくしま定住・二地域居住推進戦略事業

・新編「歳時記の郷・奥会津」活性化事業
・過疎・中山間地域における地域交通確保事業
◆地域づくりに向けた支援
新 新たな県民運動・ステップアップ事業
・○

・（一部新）ふくしまの森林文化継承事業

・（一部新）地域づくり総合支援事業

◆スポーツの振興による魅力発信

・地方振興局重点施策推進事業費

新 競技力向上特別対策事業
・○

・大学の知の活用による地域支援事業

・「陸上王国福島」基盤整備事業

・元気ふくしま、地域づくり・交流促進事業

・世界のスキーリゾートふくしま創造事業

新 中心市街地賑わい集積促進事業
・○

新 ほっとする、ふくしま 交流推進プロジェクト
・○

・田舎に住んで民家促進事業
◆国外とのさまざまな交流
新 外国人観光客誘致促進・強化事業
・○
新 新しい文化の風交流事業
・○
新 ふくしま韓国みらいの架け橋推進事業
・○
新 ふくしま医療福祉機器グローバル展開事業
・○

プログラム５

健康、生きがい、安全安心プログラム
～安全と安心に支えられた快適な暮らしの実現～

高齢となっても
元気に活躍できる社会づくり

地域医療の確保

地域の力による
安全と安心の確保

◆生涯を通じた健康づくり

◆地域医療の確保

◆身の回りにおける安全と安心の確保

・
「うつくしまから太陽へ」県民健康運動

・会津医療センター（仮称）整備事業

・地上デジタル放送共聴施設整備支援事業

・（一部新）地域医療連携ネットワークシステム導入事業

新 高齢者見守り等ネットワークづくり支援事業
・○

・双葉地域救急センター等整備事業

新 いのちを守ろう！農作業安全対策推進事業
・○

・（一部新）ふくしまっ子食育推進ネットワーク事業

新 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業
・○

新 交通事敀疑似体験教育事業
･○

・高齢者の健康・生きがいづくり事業

・（一部新）在宅ケア推進事業

新 特定鳥獣広域保護管理・被害対策推進事業
・○

・（一部新）医師臨床研修対策事業

・野生鳥獣感染症対応事業

・（一部新）医師派遣事業等

・地域を守る防犯活動活性化事業

・夢わくわく「学ぶんジャー」プロジェクト

・医師確保緊急対策事業

・安全で安心な県づくり推進事業

・うつくしま文化元気ルネサンス事業

・特定診療科医師確保・支援事業

・（一部新）消費者行政体制強化事業

・精神科救急医療システム整備事業

◆地域福祉の充実

新 ｢健診で健腎｣特定健診・慢性腎臓病対策事業
・○

◆はつらつと活躍する社会の実現

新 ふくしまの学び環境整備事業
・○

・おもいやり駐車場利用制度推進事業

◆高齢者の社会参加

・（一部新）障がい者工賃水準底上げ事業

・老人クラブ活動等社会活動促進事業

・（一部新）虐待から子どもを守る総合対策推進事業

・シルバー人材センター連合会補助金

・（一部新）精神障がい者地域生活移行支援特別対策事業
・高齢者施設スプリンクラー緊急整備推進事業
新 青尐年総合相談支援事業
・○

