
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）　子どもから大人まで一人ひとりの輝きと生きがいが見いだせる社会の実現

☆ 1 地域の子育て力向上事業 新規 保健福祉部 子育て支援課
　地域の子育て力を向上させるため、県、市町村及び子育て民間団体が、各種
子育て支援に関する事業を実施するとともに、男性の子育てに対する社会的気
運の向上や子育て支援の活動をしている民間団体の連携強化を図る。

255,287

☆ 2
子どもをはぐくむ家庭・地域支
援事業

新規 教育庁 社会教育課

　関係機関と連携して子育てや家庭教育を支援する地域の方を養成し、悩みを
抱える保護者等への支援を行う。また、子どもたちがきちんとあいさつすると
いった生活習慣や規範意識の向上を図るための取組みをＰＴＡや地域で行うと
ともに、次代の親となる十代の子どもたちに対して子育てサークルによる赤
ちゃんとのふれあい体験など、命の大切さを学ぶ機会を設ける。

4,406

☆ 3 子育て応援パスポート事業 継続 保健福祉部 子育て支援課

　子どもがいる世帯にパスポートを交付するとともに、協賛事業者を募集し、
協賛店等を利用する際にパスポートの提示により各種サービスを受けることが
できる仕組みを推進することにより、「社会全体で子育て支援」の気運を盛り
上げる。

5,133

☆ 4 地域の寺子屋推進事業 継続 保健福祉部 子育て支援課

　社会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

☆ 5 若者交流促進事業 継続 保健福祉部 子育て支援課
　若者の出会いの場を創出するために、うつくしま若者交流ネットワーク会議
を開催するとともに、広域的な交流活動に係る企画提案に対して補助する。

9,596

☆ 6 特定不妊治療費助成事業 継続 保健福祉部 児童家庭課
　高度生殖医療（体外受精・顕微授精）による不妊治療の経済的負担の軽減を
図るため、治療費の一部を助成するとともに、不妊に悩む夫婦への相談支援と
不妊治療に関して普及啓発を行う。

129,271

7 妊婦健康診査支援基金事業 継続 保健福祉部 児童家庭課
　妊婦の健康管理の充実及び妊娠・出産にかかる経済的負担の軽減を図るた
め、妊婦健康診査への市町村の公費負担に対し経費の一部を補助する。

494,981

ふくしまの礎　「人と地域が輝く『ふくしま』」 資料２別添 参考資料 （重点事業：政策分野別）
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☆ 8 健やか妊娠・出産サポート事業 新規 保健福祉部 児童家庭課

　妊娠・出産の安全・安心を確保するため、妊産婦を取り巻く様々な健康問題
に対し、関係機関が連携して適切な時期に適切な支援ができる体制を整備す
る。また、妊婦健診未受診などのハイリスク妊産婦の早期把握、支援を目的と
した研修を実施する。

2,271

☆ 9 乳幼児医療費助成事業 継続 保健福祉部 児童家庭課
　乳幼児の疾病の早期発見及び早期治療を促進するとともに、子育てに伴う経
済的負担の軽減を図るため、市町村が実施する乳幼児医療助成事業に対し経費
の一部を補助する。

1,109,745

☆ 10 小児救急医療整備支援事業 継続 保健福祉部 地域医療課
　小児医療体制の整備や小児医療の確保に関して検討するとともに、小児科以
外の医師が小児の一次救急に対応できるようにする研修事業や夜間の小児の疾
病等について保護者への電話相談事業を実施する。

14,859

11 多子世帯保育料軽減事業 継続 保健福祉部 子育て支援課
　保育所及び認可外保育施設を利用する多子世帯（第３子以降の３歳未満児を
対象）の経済的負担を軽減するため、市町村が実施する保育料の一部を軽減す
る事業に対し経費の一部を補助する。

79,903

12 地域保育施設助成事業 継続 保健福祉部 子育て支援課
　認可を受けていない保育施設に対して、入所児童のための設備等に要する経
費を補助することにより、入所児童の処遇の向上と福祉の増進を図る。

20,405

☆ 13 保育対策等促進事業 継続 保健福祉部 子育て支援課
　子育てにおける負担軽減や、仕事と子育ての両立を図るため、延長保育、特
定保育、病児・病後児保育など多様な保育サービス事業を実施する市町村に対
して補助を行う。

420,967

14 安心こども基金事業 継続 保健福祉部 子育て支援課
　「安心こども基金」を活用し、保育所や子育て支援のための拠点整備に対す
る補助、保育等の質の向上のための研修を行い、子どもを安心して育てること
ができる体制整備を図る。

351,678

☆ 15
児童環境づくり基盤整備事業
（民間児童館活動事業）

継続 保健福祉部 子育て支援課
　民間児童館の創意工夫・柔軟な対応等の特色を生かし、地域の実情・需要に
応じた活動の積極的な取組みを促進し、地域児童の健全育成を図るため、公立
民営、民立民営の児童厚生施設に対する補助を行う。

18,646
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☆ 16 児童厚生施設整備費補助金 継続 保健福祉部 子育て支援課
　子育てしやすい環境の整備や地域の児童の健全育成を図るため、児童館・児
童センター及び放課後児童クラブを整備する市町村等に補助する。

42,005

☆ 17
放課後子どもプラン
（放課後児童クラブ）

継続 保健福祉部 子育て支援課
　昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童等に適切な遊びや生活の場を提
供し、児童の健全育成及び保護者の子育てと仕事の両立を支援する。

621,989

18
放課後子どもプラン
（放課後子ども教室）

継続 教育庁 社会教育課
　安心して子育てができる社会の実現のため、地域の協力のもと、子どもたち
がスポーツ・文化活動や交流活動を行う放課後子ども教室の設置を支援する。

50,322

19 私立幼稚園子育て支援推進事業 継続 総務部 私学法人課
　保護者の育児に対する経済的・精神的負担の軽減を図り、安心して子どもを
産み育てられる環境の整備を図るため、私立幼稚園が行う子育て支援活動を支
援する。

300,090

20 認定こども園支援事業 継続 総務部 私学法人課
　安心して子どもを産み育てられる環境の整備を図るため、認定こども園であ
る私立幼稚園が行う子育て支援活動を支援する。

3,600

☆ 21
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

☆ 22
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

☆ 23
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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☆ 24
「家族でもっとコミュニケー
ション」チャレンジ事業

継続 生活環境部 青尐年育成室
　家族がふれあう明るい家庭づくりの実践を推進するため、読書やスポーツ、
文化活動等で親子が参加できるイベントを開催するなど、家族のコミュニケー
ションを図る事業を展開する。

573

25
地域子育て支援拠点施設職員資
質向上研修事業

新規 保健福祉部 子育て支援課
　子育てひろばや子育て支援センターの運営に関わる職員等を対象に、よりよ
い子育てひろば等の運営ができるように、資質向上のための研修会を実施す
る。

1,348

26
豊かな心をはぐくむ子ども読書
活動推進事業

新規 教育庁 社会教育課
　子どもに読書の楽しさを実感させ、生涯にわたる望ましい読書習慣を形成さ
せるため、子どもの読書活動を支援するボランティアの養成、読み聞かせイベ
ントの実施及び家庭における読書活動の優良事例の表彰等を行う。

3,166

☆ 27
ふくしまっ子食育推進ネット
ワーク事業

一部新規 教育庁 学校生活健康課
　学校､保護者､地域食育関係者との食育の推進体制を整備するとともに､食を要
とした生活習慣を改善する取組みなどを学校種に応じて展開し､学校､家庭､地域
の協働による食育を実施する｡

2,351

28 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

☆ 29 若者の社会参画推進モデル事業 継続 生活環境部 青尐年育成室
　次代を担う若者の社会参画を推進するため、中学生・高校生がまちづくり、
環境など身近な問題に対して自ら企画し実施する地域活動に対し支援する。

1,662

☆ 30 学力向上推進支援事業 新規 教育庁 学習指導課

　小・中学校においては、全県的な学力調査の実施、児童生徒の学習習慣の確
立、算数・数学を中心とした指導体制の充実などにより学力向上を図る。高等
学校においては、生徒一人ひとりの進路希望実現のため、難関大学進学に向け
た取組みや、確かな学力向上のための基礎力育成・キャリア教育に関する取組
みの支援などを行う。

81,826

☆ 31 地域医療を担う人材育成プラン 継続 教育庁 学習指導課
　高等学校の医学部進学希望生徒に対して、地域医療の現場に触れる機会を設
定し、さらに最新の医学等に関する講義・実習を実施することで、医学部受験
に向けての学習意欲を高め、地域医療に貢献できる人づくりを進める。

1,416
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☆ 32 尐人数教育推進事業 継続 教育庁 学校経営支援課
　個に応じたきめ細やかな指導が可能となるよう、小学校、中学校において３
０人・３０人程度学級編制に必要な教員の配置を図る。

6,318,366

☆ 33
私立小中学校尐人数教育推進事
業補助金

継続 総務部 私学法人課
　私立小学校、中学校において尐人数教育を推進するため、３０人程度学級編
制導入やティーム・ティーチングを実施する私立学校に対して支援を行う。

29,400

☆ 34
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

☆ 35
双葉地区教育構想（国際人育成
プラン）

継続 教育庁 学習指導課
 双葉地区教育構想の基本目標である「真の国際人として社会をリードする人材
の育成」の実現のために、海外留学や英語を通した中高連携事業などにより、
実践的なコミュニケーション能力や異文化理解に富む人づくりを進める。

14,820

☆ 36 農業教育推進事業 新規 農林水産部 農業振興課
　就農への誘導を図るため、農業高校３年生を対象に、県内のトップクラスの
経営体への研修を実施するほか、１、２年生を対象に農業青年クラブ員との意
見交換等を通じて農業の職業としての魅力を啓発する。

4,864

☆ 37 キャリア教育充実事業 継続 教育庁
学習指導課
特別支援教育課

　農業高等学校、工業高等学校、商業高等学校及び特別支援学校において、産
業関連の知識や技能を子どもたちに習得させるとともに、地域に定着し、地域
産業を担う人づくりのため、キャリア教育を推進する。

42,137

38 高等学校等就学支援金 継続 総務部 私学法人課
　私立高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の機会均
等に寄与するため、私立高等学校等の生徒に対し、授業料に充てるための就学
支援金を支給する。

1,741,656

39 学校支援地域本部事業 継続 教育庁 社会教育課
　教員や地域の大人が子どもと向き合う時間の増加、住民等の学習成果の活用
機会の拡充及び地域の教育力の活性化を図るために、地域全体で学校教育を支
援する体制づくりを推進する。

4,423
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☆ 40
高齢者の健康・生きがいづくり
事業

継続 保健福祉部 高齢福祉課
　スポーツや文化の交流を通し、高齢者の生きがいと健康づくりを推進する
「うつくしま、ふくしま。健康福祉祭」を開催し、全国健康福祉祭への選手派
遣等を行う。

16,647

☆ 41
老人クラブ活動等社会活動促進
事業

継続 保健福祉部 高齢福祉課
　高齢者が主体となって、自らの健康づくり・生きがいづくりを進める活動
や、地域を豊かにするボランティア活動などを行う老人クラブに対し補助を行
う市町村に対して補助を行う。

47,506

☆ 42
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

☆ 43 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

☆ 44
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

☆ 45
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

46 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

47 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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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

ふくしまの礎　「人と地域が輝く『ふくしま』」 資料２別添 参考資料 （重点事業：政策分野別）

48 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

☆ 49 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

☆ 50 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

☆ 51 「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

☆ 52
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

☆ 53 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
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
活-

(1)-55

ワーク・ライフ・バランス地域
推進モデル事業

新規 商工労働部 雇用労政課

　新たにワーク・ライフ・バランスに取り組む中小企業をモデル企業として選
定し、実践までのプロセスをモデル的に示すとともに、地域内企業に対して当
該プロセス等を情報発信することにより、ワーク・ライフ・バランスの普及促
進を図る。

3,000
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重点事業　事業一覧
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番号

事　　業　　名 区分 担当部局 担当課 事　業　概　要 事業費
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再掲
活-

(1)-56

仕事と生活の調和キャンペーン
事業

継続 商工労働部 雇用労政課

　平成２２年度に策定した育児・介護及び自己啓発等の取組みに関する提言に
ついて企業に伝えるため、引き続きワーク・ライフ・バランスキャンペーンク
ルーによる企業訪問を実施するなど、ワーク・ライフ・バランスについて広く
啓発する。

17,294

再掲
活-

(1)-57

ワーク・ライフ・バランス推進
事業

継続 生活環境部 人権男女共生課

　就職、結婚、出産・育児、介護などのライフステージに応じた「仕事と生活
の調和」の取組みを促進するため、県内大学と連携した講義や子育て・介護を
テーマとした方部別研修会を開催するほか、県内高等教育機関のネットワーク
組織と連携した講演会等を実施する。

1,407

再掲
安-

(1)-15
女性医師支援事業 一部新規 保健福祉部 地域医療課

　子育て期の女性医師が継続して働くことができる就業環境等を整備するとと
もに、育児等のために離職した医師の職場復帰を促すため、必要な研修等を行
う。

32,740

再掲
思-

(2)-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

☆
再掲
思-

(2)-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

再掲
思-

(2)-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

☆
再掲
思-

(2)-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

☆
再掲
安-

(1)-27

ふくしまの福祉を支える人材の
育成事業

新規 保健福祉部 社会福祉課
　福祉・介護の分野で活躍する人材のすそ野を拡げるため、高校生に対し福
祉・介護の説明会や職場見学会を行うとともに、ホームヘルパー２級の資格取
得を支援する。

14,235

8 



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

ふくしまの礎　「人と地域が輝く『ふくしま』」 資料２別添 参考資料 （重点事業：政策分野別）

☆
再掲
活-

(1)-58

シルバー人材センター連合会補
助金

継続 商工労働部 雇用労政課

　県内シルバー人材センターに係る設置促進・普及啓発・広域化を含めた育成
指導を行う社団法人福島県シルバー人材センター連合会に対して運営費の一部
を補助するとともに、新規設立及び組織の合併により広域化したシルバー人材
センターに対して補助する。

8,709

再掲
活-

(2)-７

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

再掲
思-

(1)-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
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（２）　魅力と個性にあふれた地域社会の実現

☆ 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

☆ 2 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

☆ 3 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

4 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

☆ 5
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

☆ 6
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

☆ 7 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
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8
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

☆ 9
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

☆ 10 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

☆ 11
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

12 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不利な地域において、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

☆ 13
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

14

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

15
地上デジタル放送共聴施設整備
支援事業

継続 企画調整部 情報政策課
　地上デジタル放送への移行に伴い、災害情報など必要な情報を得られるよう
に、受信環境を整備するため共聴施設の新設や既存施設の改修に要する経費の
一部を助成する市町村へ補助する。

20,000
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16
携帯電話通話エリア広域ネット
ワーク化事業

継続 企画調整部 情報政策課
　携帯電話の不通話地域の解消を図るため、市町村が携帯電話等の基地局施設
（鉄塔、無線設備等）の整備をする場合に、補助金を交付する。

239,219

☆ 17
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

18 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

再掲
活-

(1)-48

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

再掲
活-

(1)-11

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

☆
再掲
活-

(2)-6

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

☆
再掲
活-

(2)-10

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Ｐ
Ｒ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

☆
再掲
活-

(2)-11

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

12 



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

ふくしまの礎　「人と地域が輝く『ふくしま』」 資料２別添 参考資料 （重点事業：政策分野別）

☆
再掲
活-

(2)-12
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、不動産・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

☆
再掲
思-

(2)-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

再掲
活-

(2)-17

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

再掲
活-

(2)-18
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

☆
再掲
思-

(1)-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
社会福祉課
高齢福祉課

　地域社会との関係が希薄になる「無縁社会」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

☆
再掲
思-

(2)-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

人と地域　計（再掲除く） 16,467,250
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