
平成２８年度クウェート救援金充当事業一覧

1 ①地域基盤復興 Jヴィレッジ復興再整備事業
　原発事故の収束基地として使用されているJヴィレッジの再整備を図るため
の実施設計等を実施するとともに、全国の個人・企業に対し、Jヴィレッジの復
興への共感を持ってもらい、支援の輪を広げる活動を実施する。

企画調整部 エネルギー課 138,302

2 ①地域基盤復興
（⑧原発事故被災者支援）

被災地域生活交通支援事業
　東日本大震災で被災した12市町村避難指示解除後の地域公共交通ネット
ワーク構築のための検討を行う。

生活環境部 生活交通課 9,177

3 ①地域基盤復興 復興まちづくり加速支援事業
　避難解除等区域への住民の帰還を支援するため商業機能の確保を図ると
ともに、地域コミュニティを支える地域商業再生と安全・安心なまちづくりを推
進することで東日本大震災及び原子力災害からの復興・再生を図る。

商工労働部
商業まちづくり
課

137,007

4 ①地域基盤復興
住宅復興資金（二重ローン）利子補
給事業

　被災者の生活再建のため、新たな住宅の建設・購入、補修に必要な資金を
借り入れる者に対し、住宅融資の当初5年間分及び既存債務の5年間分けの
利子相当額を一括補助する。

土木部 建築指導課 30,374

5
②医療支援
（⑧原発事故被災者支援）

双葉郡医療提供体制等復活支援事
業

　双葉地方広域市町村圏組合が取り組む双葉郡の医療体制等の再生に向け
た事業実施を支援する。避難先での双葉郡立診療所開設、准看護学院再
開、銀内診療所連携、住民検診へのサポートのため、調査及び関係機関との
調整のための事務局を設置する。

避難地域復興局
避難地域復興
課

16,121

6 ③福祉・介護支援
ふくしまから　はじめよう。福祉人材
確保推進プロジェクト事業

　震災により流出した福祉・介護人材の確保等を図るため、職場内研修の強
化、新規採用職員への支援、潜在的有資格者の再就職支援、職場体験、新
任介護職員研修、介護業務のイメージアップなど、様々な事業を総合的に展
開する。

保健福祉部
社会福祉課
福祉監査課

215,490

7 ③福祉・介護支援
介護福祉士等養成施設設備整備補
助事業

　介護福祉士等養成施設の整備（新規･増改築）に伴う備品購入費の一部補
助することにより、事業者の負担軽減を図り、福祉介護人材育成の促進を図
る。

保健福祉部 社会福祉課 5,000

8 ③福祉・介護支援 災害時精神医療体制整備事業
　大規模災害時に活動する災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）について、
チーム派遣に向けた研修を実施するとともに、必要となる資機材の整備を図
る。

保健福祉部 障がい福祉課 3,100

9 ③福祉・介護支援
精神科病院入院患者地域移行マッチ
ング事業

　東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響により、
県内外の病院へ転院を余儀なくされた入院患者の再転院や退院を支援す
る。
相双地方における受け入れ体制を整備するため、県内外患者の帰還支援に
向けた、関係機関による検討を行う。

保健福祉部 障がい福祉課 18,853

※　平成28年度当初予算

番号

分野
①地域基盤復興
②医療支援
③福祉・介護支援
④教育支援
⑤農林水産業支援
⑥中小企業支援
⑦雇用支援
⑧原発事故被災者支援

事業名 事業概要 担当課名
クウェート

救援金充当額
（単位：千円）

担当部局名



平成２８年度クウェート救援金充当事業一覧

番号

分野
①地域基盤復興
②医療支援
③福祉・介護支援
④教育支援
⑤農林水産業支援
⑥中小企業支援
⑦雇用支援
⑧原発事故被災者支援

事業名 事業概要 担当課名
クウェート

救援金充当額
（単位：千円）

担当部局名

10 ③福祉・介護支援
社会福祉施設整備事業

　障がい者の施設福祉サービスの充実を図るため、社会福祉施設の整備を
行う。 保健福祉部 障がい福祉課 21,600

11 ④教育支援
将来を担う産業人材確保のための奨
学金返還支援事業

　本県産業の将来を担う優秀な人材を確保するため、地域経済を牽引する業
種へ県内就職する学生に対し、奨学金返還の支援を行う。 商工労働部 商工総務課 78,034

12 ④教育支援
グローバル人材を育む小中連携英語
教育推進事業

　2020年の東京オリンピック、双葉地域で進むイノベーション・コーストを見据
え、双葉８町村の小中学校を対象に小中連携による英語教育を推進しグロー
バル人材の育成を目指す。

教育庁 義務教育課 13,836

13 ④教育支援 双葉郡中高一貫校設置事業
　ふたば未来学園高等学校の併設中学校の教育内容等について検討する協
議会を設置する。

教育庁 高校教育課 1,013

14 ④教育支援
復興と未来を担うグローバルリー
ダー育成事業

　震災・原子力災害後のふくしまの復興・再生や、急速な少子・高齢化の進展
等の本県の現状を踏まえ、高等学校段階から、地域等が直面する課題に対し
て高校生が自ら課題を設定し、グローバルな視点から探求活動・実践等を行
うことにより研究成果を地域に還元するとともに、将来本県の復興と地域活性
化に貢献しうるグローバルリーダーを育成する。

教育庁 高校教育課 13,420

15 ④教育支援
（新）ふくしまの未来を医療で担う夢
応援事業

　将来、医療の仕事に携わり、本県の復興及び社会に貢献したいと願う子ど
もたちの夢の実現に向け、中学生段階においては、医療関係の様々な仕事
の紹介や体験を通して、将来就きたい職種の具体化を図り、高校生段階にお
いては、地域医療現場の視察や体験を通して、職種・進学先の決定及び合格
に向けた学習意欲の醸成を図る。

教育庁
高校教育課
義務教育課

546

16
④教育支援
（⑧原発事故被災者支援）

サテライト校支援事業

これまでサテライト校として支援を行ってきた高校及び、サテライト校を設置す
るふたば未来学園高校を対象として、各学校の計画による学力向上・キャリア
教育に関する取組を行うとともに、生徒の帰属感、一体感を高める取組を支
援する。また、小高商業高校、小高工業高校、ふたば未来学園高校への受験
を希望する県内の中学生が受験しやすいよう、積極的に支援する。

教育庁 高校教育課 11,974

17 ④教育支援
次世代のふくしまを担う人材育成事
業

県内の工業高校のうち、ロボット製作等の先端技術に取り組んでいる工業高
校（３校程度）に対して、先進的な取組をさらに高度化させ、優れた産業人材
の育成を促進させるために、大学のロボット工学科やテクノアカデミーと連携
した先端技術の講義や地域企業と連携による先端技術の見学やロボット製作
を行う。

教育庁 高校教育課 1,525
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18
⑤農林水産支援
（⑦雇用支援）
（⑧原発事故被災者支援）

避難農業者一時就農等支援事業
　震災等により避難している被災農業者が、ふるさとに戻り営農を再開するま
での間、避難先等において一時的に農業経営を開始することを支援するとと
もに、帰還に向けたフォローアップを行う。

農林水産部 農業担い手課 26,322

19
⑤農林水産業支援
（①地域基盤復興） あんぽ柿産地再生促進事業

　あんぽ柿の加工期間の短縮化のため乾燥器の導入を図り、出荷時期の遅
れや集中化を回避し販売を促進する。また、果実中の放射性セシウム濃度の
低下が見込めない地域を明らかにし、改植等による園地再生を促進し、自立
したあんぽ柿産地を再生する。

農林水産部 園芸課 25,480

20 ⑤農林水産業支援 ふくしまの畜産復興対策事業
　本県畜産業の再生・復興を図るため、肉用牛及び乳用牛の経営を含めた生
産基盤の回復を図るとともに、他県に負けないブランドの向上に取り組む。 農林水産部 畜産課 87,116

21
⑤農林水産支援
（⑧原発事故被災者支援）

ふくしまからはじめよう。漁業再開ス
テップアップ事業

試験操業の促進と早期の漁業再開を図るため、放射性物質の自主検査体制
の構築と新たな漁法に転換する際に必要な漁具・漁労機材の整備、漁業担い
手の本県産水産物の付加価値向上に繋がる取組等を支援する。

農林水産部 水産課 51,856

22
⑤農林水産業支援
⑧原発事故被災者支援

ふくしま園芸産地復興新生事業
地震や津波、原発事故等により甚大な被害を受けた地域において、営農再開
及び開始するために必要菜資機材等に対して支援する。

農林水産部 園芸課 45,861

23
⑥中小企業等復旧・復興支援
（⑧原発事故被災者支援）

避難地域商工会等機能強化支援事
業

　被災中小企業等の事業再開・継続を推進し、地域経済の持続的発展と、商
工会の地元帰還を促進するため、避難指示区域等内にある商工会の機能を
回復・強化する支援をハード・ソフト両面から行う。

商工労働部 経営金融課 29,115

24 ⑧原発事故被災者支援
チャレンジふくしま戦略的情報発信事
業

　本県のあらゆる方面に影響を及ぼしている風評を払拭し、進行する風化を
防止し、本県の復興を加速させるため、本県の現状や復興が進んでいる姿、
さらには食や観光などの魅力を国内外に強力に発信することにより、新しい
「ふくしま」（プラスイメージの「ふくしま」）を構築する。

総務部 広報課 59,828

25 ⑧原発事故被災者支援
ふるさとふくしま情報提供事業

　震災及び原発事故により避難した県民に対して、帰還するまでの間、ふるさ
との情報を提供し、ふるさとの繋がりを維持する。

避難地域復興局 避難者支援課 14,664

26 ⑧原発事故被災者支援 生活拠点における交流促進事業
　避難者同士や避難者と地元とのコミュニティの維持・形成のため、復興公営
住宅集会所において必要な物品の購入を行う。

避難地域復興局 生活拠点課 23,800
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27 ⑧原発事故被災者支援
ふくしまから　はじめよう。「地域のた
から」民俗芸能承継事業

　存続の危機にある民俗芸能の継承・発展のため、公演の機会を提供すると
ともに、民俗芸能団体の実情に応じた総合的な支援を行う。また、地域の象
徴ともいうべき民俗芸能の復活を支援することで、ふるさととの絆を維持する
とともに誇りや愛着心を喚起し、震災からのこころの復興を図る。

文化スポーツ局 文化振興課 10,674

28 ⑧原発事故被災者支援
地域の「きずな」を結ぶ民俗芸能支援
事業

　継承の危機に瀕している民俗芸能に対して、継承に関わる人材養成を支援
するため、流失・毀損した用具類の新調・修理に要する費用及び稽古に参集
する経費や演目を披露するための経費について補助し、地域のきずなの再生
を支援する。

教育庁 文化財課 8,550

合計 1,098,638


