
平成２６年度 福島県総合計画 １３の重点プロジェクト 453事業
9,831億円

（再掲事業を含む）

復興の胎動を高める予算編成

イメージ

2(11) 津波被災地等復興まちづくりプロジェクト

・防災緑地整備事業(94億円)

・復興基盤総合整備事業(122億円)

・福島県防災対策強化事業(0.5億円) 等

プロジェクト内容
１ 「多重防御」による総

合的な防災力が向上し
たまちづくり

２ 地域防災計画等の見直
し、防災意識の高い人
づくり・地域づくり

３ 地域とともに取り組む
土地利用の再編や復興
のまちづくり計画策定
及び実施

19事業
888億円

2(2) 生活再建支援プロジェクト

・緊急雇用創出事業 (184億円)

・ふるさとふくしま帰還支援事業 (5億円)

・復興公営住宅整備促進事業 (450億円) 等

１ 県内避難者支援
２ 県外避難者支援
３ 帰還に向けた取組及び

帰還後の生活再建支援
４ 長期避難者等の生活拠点の

整備
５ 当面ふるさとへ戻らない人

への支援
６ 避難者を支える仕組み等

プロジェクト内容 48事業
1,443億円

県営復興公営住宅

イメージ

2(12) 県土連携軸・交流ネットワーク
基盤強化プロジェクト

・道路整備事業 (199億円)

・小名浜港東港地区国際物流
ターミナル整備事業 (45億円)

・只見線復旧復興事業 (7億円) 等

プロジェクト内容
1 「浜通り軸」の早期復旧・整備と、

生活を支援する道路の整備
2 災害に強く信頼性の高い本県の復

興を推進する道路ネットワーク
の構築

3 本県の物流、観光の復興を支える
基盤の整備

4 ＪＲ常磐線・只見線の早期復旧
5 災害時における広域的な連携・連

絡体制の構築

14事業
412億円

2(3) 県民の心身の健康を守るプロジェクト

・一部新 被災者健康サポート事業 (5億円)

・県民健康調査事業 (63億円)

・ふくしま国際医療科学センター整備事業 (93億円) 等

プロジェクト内容

１ 県民の健康の保持・
増進

２ 地域医療等の再構築
３ 最先端医療提供体制

の整備
４ 被災者等の心のケア

37事業
360億円

イメージ

ふくしま国際医療科学ｾﾝﾀｰ

2(1) 環境回復プロジェクト

・市町村除染対策支援事業 (2,027億円)

・一部新 環境創造センター整備事業 (45億円)

・原子力災害対策センター整備事業 (20億円) 等

プロジェクト内容

１ 除染の推進
２ 食品の安全確保
３ 廃棄物等の処理
４ 拠点の整備

※ 環境回復の前提となる
廃炉に向けた安全監視
に取り組む

34事業
2,455億円

（南相馬拠点）

（三春拠点）

環境創造センター

イメージ

県づくりを進めていくための礎（人と地域）及び３本の柱（活力、安全と安心、思いやり）に基づく政策のうち、東日本大震災・原子力災害からの復興・再生の視点により特に取り組むべき課題を重点プロジェクトとして整理。

2(4) 未来を担う子ども・
若者育成プロジェクト

プロジェクト内容

1 日本一安心して子どもを生み、
育てやすい環境づくり

2 生き抜く力を育む人づくり
3 ふくしまの将来の産業を担う

人づくり

75事業
316億円

・新

・新

・子どもの医療費助成事業 (46億円)

等

・新
ふくしまから はじめよう。
元気なふくしまっ子食環境整備事業 （0.3億円)

ふくしまから はじめよう。
学力向上のための「つなぐ教育」推進事業 (0.1億円)

ふくしまから 世界へ！「ふくしま夢アスリート」
育成支援事業 (0.2億円) ※オリンピック関連事業

2(5) 農林水産業再生プロジェクト

プロジェクト内容

1 安全・安心を提供
する取組

2 農業の再生
3 森林林業の再生
4 水産業の再生
5 区域見直しに伴う

対応

67事業
646億円

ふくしまから はじめよう。
漁業再開ステップアップ事業 (0.6億円)・一部新

ふくしまから はじめよう。
農業担い手経営革新支援事業 (2億円)・新

農業再生研究拠点整備事業 (6億円)・新 等

2(6) 中小企業等復興プロジェクト

・中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(135億円)

・新 避難地域商工会等機能強化支援事業 (0.6億円)

プロジェクト内容

１ 県内中小企業等
の振興

２ 企業誘致の促進
３ 新たな時代を

リードする新産
業の創出

４ 区域見直しに伴
う対応

35事業
1,577億円

ふくしまから はじめよう。
震災対応技術実用化支援事業 (7億円)・新 等

2(7) 再生可能エネルギー推進プロジェクト

プロジェクト内容

１ 再生可能エネルギーの導入
拡大

２ 研究開発拠点の整備
３ 再生可能エネルギー関連

産業の誘致、県内企業の
参入・取引支援

４ 再生可能エネルギーの地産
地消の推進

11事業
72億円

イメージ

産総研 福島再生可能
エネルギー研究所

提供：（独）産業技術総合研究所ふくしまから はじめよう。
再生可能エネルギー普及拡大事業 (10億円)

ふくしまから はじめよう。
産総研福島拠点連携技術開発推進事業 (0.9億円)

ふくしまから はじめよう。
再エネ発電モデル事業 (2億円)

・新

・新

・一部新

等

2(8) 医療関連産業集積プロジェクト

・医療機器開発・安全性評価拠点整備事業 (117億円)

・福島医薬品関連産業支援拠点化事業 (38億円) 等

プロジェクト内容

1 医療福祉機器産業の集積
2 創薬拠点の整備

５事業
174億円

医療機器開発・安全性
評価センター（仮称）

イメージイメージ

・新
ふくしまから はじめよう。
医療福祉機器実証・事業化支援事業 (19億円)

2(9) ふくしま・きずなづくりプロジェクト

・ふるさとの絆電子回覧板事業 (0.6億円) 等

プロジェクト内容

1 福島県内におけるきずなづくり
2 県外避難者やふくしまを応援し

ている人とのきずなづくり
3 ふくしまにおける復興へ向けた

取組や情報の発信
4 ふるさとへ戻らない人とのきず

なの維持

40事業
51億円

・一部新
ふくしまから はじめよう。
戦略的情報発信事業 (4億円)

ふくしまから はじめよう。
女性元気発信イベント事業 (0.3億円)・新

2(10) ふくしまの観光交流プロジェクト

・新 ビジットふくしま外国人誘客復興事業 (0.6億円)

・新 日本陸上競技選手権大会開催費 (1億円) 等

プロジェクト内容
1 観光復興キャンペーンの実施

2 観光と多様な交流の推進

21事業
14億円

・一部新
ふくしまから はじめよう。
観光復興キャンペーン事業 (6億円)

１ 人口減少・高齢化対策プロジェクト

・新空き家・ふるさと復興支援事業(1億円)            ・市町村復興・地域づくり支援事業(1億円)

プロジェクト内容

・ 人口の県外流出の抑制

・ 出生数の回復

・ 高齢者の元気で豊かな暮らし

・ 本県活力の向上

47事業
1,423億円

ふくしまから はじめよう。
ハンサム起業家育成・支援事業(0.4億円)

ふくしまから はじめよう。
高齢者社会参加活動支援事業 (0.2億円)・新 ・新 等


