
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）　地域に根ざした力強い産業の育成

☆ 1
ふくしま医療福祉機器グローバ
ル展開事業

新規 商工労働部 産業創出課
　本県の医療福祉関連機器の販路拡大を支援するため、これまでの「うつくし
ま次世代医療産業集積プロジェクト」の取組みにより培われた、県内企業等が
有する技術・製品を国内はもとより、海外に向けても広くPRする。

25,445

☆ 2
ふくしま医療機器産業ハブ拠点
形成事業

一部新規 商工労働部 産業創出課

　国内で先進的な取組みとして高い評価を受けている医療機器産業の集積をさ
らに加速させ、全国的な拠点形成を進めるため、これまで実施してきた医療
ニーズの掘り起こしによる県内企業での設計開発・生産の促進や人材育成に加
え、製品試作支援や企業支援等、幅広い対象への支援を行う。

48,389

☆ 3
環境・新エネルギー関連産業創
出プロジェクト事業

新規 商工労働部
企業立地課
産業創出課

　県内企業等の関連分野への進出を促進し、環境・新エネルギー関連産業の振
興を図るため、研究開発への助成を行うとともに、次世代エネルギーデバイス
の加工技術の研究や本県独自のスマートハウス構築等のモデル事業を実施す
る。

33,608

☆ 4
環境・新エネルギー関連産業集
積・育成事業

継続 商工労働部
企業立地課
産業創出課

　今後の成長が期待される環境・新エネルギー関連産業について、ネットワー
クの形成から取引拡大まで体系的・戦略的な推進体制を整備することにより、
その集積と育成を図る。

20,264

☆ 5
輸送用機械関連産業集積育成事
業

継続 商工労働部 企業立地課

　県内企業等の開発力・技術力・提案力の向上を図り、新技術等への対応強化
を促進するとともに、新たな取引拡大を支援するため、自動車関連メーカーと
の商談伒を開催する。また、「とうほく自動車産業集積連携伒議」を活用し、
地域産業基盤の発展と企業間の交流・取引拡大を図る。

5,282

☆ 6
半導体関連産業クラスター育成
支援事業

継続 商工労働部 産業創出課
　産学官の連携による協議伒の運営、半導体関連産業コーディネーターの設置
等により、提案力・競争力を備えた企業の育成に取り組み、域内付加価値の増
大による県内半導体関連産業の振興を目指す。

3,773

☆ 7 成長産業育成資金 継続 商工労働部 金融課
　環境・新エネルギー関連産業や農商工連携等の将来性や成長性が見込める産
業育成を金融面から支援する。

2,500,000

ふくしまを支える柱Ⅰ　「いきいきとして活力に満ちた『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 がんばる企業・立地促進補助金 一部新規 商工労働部 企業立地課

　環境・新エネルギー関連産業や農商工連携関連産業など、将来性と成長性の
ある産業の立地促進と雇用創出を図るため、特定業種の企業などを対象とし
て、立地する際の初期投資額の一部を支援する。なお、地域活性化枠について
要件を緩和するほか、情報産業（データセンター等）を誘致するための補助制
度を新設する。

500,000

☆ 9 ふくしま産学官連携推進事業 継続 商工労働部 産業創出課

　農商工連携、環境・新エネルギー、ＩＴ、食品分野において産学官連携の推
進や研究開発成果の活用による事業化を促進するために、産学官連携フェア等
を実施する。また、学の考えを熟知し、教育界、産業界に精通した方を、産学
官連携アドバイザーとして委嘱する。

1,147

☆ 10
知的財産「ふくしま宝の山」事
業

一部新規 商工労働部 産業創出課

　県内の中小企業が開発した技術や知的財産を有効に活用し、競争力のある商
品を開発するため、知的財産に関する総合的な支援体制により、研究開発から
製品化・事業化までにわたる一体的な支援を行い、県内産業の基礎強化を図
る。

3,200

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伒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

☆ 12
県産品の魅力up!販路開拓プロ
ジェクト

新規 観光交流局 県産品振興戦略課
　地域産業６次化の取組み等により開発された産品やふくしまイレブン等を始
めとした県産品の国内外への販路拡大のため、商品力評価・改良支援、販売促
進活動を展開する。

28,139

☆ 13 県産品ブランド力向上戦略事業 継続 観光交流局 県産品振興戦略課

　ブランド認証産品を始め優れた県産品のブランド力向上と販路拡大を図るた
め、雑誌等を活用した情報発信や首都圏及び県内での各種プロモーションを展
開するとともに、首都圏の一流料理人・仕入れ担当者を対象とした試食伒と産
地勉強伒を開催する。

27,472

☆ 14 首都圏アンテナショップ事業 継続 観光交流局 県産品振興戦略課

　県産品の試験的な販売や消費者への情報発信、消費者やバイヤーの反応・
ニーズの把揜等を通して、新たな商品開発、販売戦略構築のためアンテナ
ショップを運営するとともに、首都圏消費者への県産品の認知度向上のため各
種キャンペーン等を開催する。

15,934

☆ 15
県産品中国市場販路開拓支援事
業

継続 観光交流局 県産品振興戦略課
　中国国内における県産品の定番商品化を図るため、中国国内に流通ネット
ワークを有する貿易伒社と業務提携し、その流通ネットワークを活用して、百
貨店、スーパー等へ県産品を売り込み、商談等を行う。

6,842
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16 東アジア地域販路拡大事業 継続 観光交流局 県産品振興戦略課
　急速に成長する東アジア地域市場をターゲットとし、年間を通じた県産品の
継続的な輸出を実現するため、現地輸入商社と商談を行い、百貨店、スーパー
等においてフェア等のプロモーション活動を実施する。

1,441

☆ 17
ふくしま・６次化ステップアッ
プ事業

新規 農林水産部 農産物安全流通課

　地域産業6次化の取組みをさらに加速させるため、商品種類別の分科伒による
新しい商品の集中的な創出への支援や、県内での加工体制構築のための一次加
工施設整備活用指針の策定を行う。また、創業塾の卒業生を対象にマスター
コースを設置し、コーディネーターを養成する。さらに、6次化商品を選定した
カタログを作成しPRを行うとともに、物流業者と連携して安価な物流システム
を構築し、首都圏等へ販売促進を行う。

26,501

☆ 18
ふくしま・地域産業６次化推進
事業

継続 農林水産部 農産物安全流通課

　地域産業の６次化を推進するため、全県のネットワークや各地方別のネット
ワークを拡充するとともに、意欲のある人材を育成する。さらに、本県の食文
化や味覚、観光地としての魅力を広めるフェアを開催し、６次化産品を県内外
に発信する。

28,001

19
ふくしま県産果実高度利用推進
事業

継続 商工労働部 産業創出課
　県産果実等の消費拡大や有利販売につなげるため、生に近い品質で通年食を
可能とする冷凍保存技術や冷凍品を使用した加工品の開発及び長期間にわたり
鮮度を保持する技術の開発を行い、地域産業の６次化の推進を図る。

12,001

20 米粉でGO!６次化推進事業 継続 農林水産部 農産物安全流通課
　県産米粉の一層の需要拡大を図るため、中・外食産業への販路拡大や米粉商
品の販売促進、米粉料理コンテストの実施、さらには米粉麺分野への用途拡大
等の支援を行う。

13,440

21
（特用林産振興対策事業）
きのこ6次産業化事業

継続 農林水産部 林業振興課
　自然栽培きのこの販売促進と生産者の所得向上のため、加工品開発と販路開
拓に向けた取組みを支援する。

1,100

☆ 22
有機農業活用！６次産業化サ
ポート事業

継続 農林水産部 循環型農業課
　県産有機農産物の産地を育成するため、コーディネーターを活用し、新たな
需要を開拓するとともに、それに応じた供給体制を整備する。

5,987

☆ 23
地域に根ざした建設業新分野進
出応援事業

新規 土木部 建設産業室
　新分野進出を検討している建設企業の雇用の創出・確保、経営基盤の強化を
図るため、「育成塾」を創設し、建設業の自主的な新分野進出の取組みを支援
する。

7,646
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☆ 24
ふくしまチャレンジャー支援事
業

継続 商工労働部 産業創出課
　起業家と金融機関等とのマッチングやソーシャルビジネス広報イベントの開
催など、起業家（ソーシャルビジネスを含む）を育成する環境を整備すること
により、明確な目標に向けて挑戦する方々を支援する。

783

☆ 25 企業等農業参入支援事業 継続 農林水産部 農業担い手課

　企業等が持つ販売力や資本、経営ノウハウ等の「強み」を活かしながら、地
域農業の多様な担い手として高付加価値商品を創出する「地域産業体」へと発
展していくため、セミナーやガイダンス、意向調査、さらに、新規参入企業へ
の初期投資を補助し、意欲ある企業等の農業への参入を支援する。

7,390

☆ 26
水稲新品種「天のつぶ」ブラン
ド化育成支援事業

新規 農林水産部 水田畑作課
　県が開発した水稲新品種「天のつぶ」を本県の主力品種として育成するた
め、生産振興と販売ＰＲを一体的に取り組む体制を整備し、生産者への作付推
進や実需者へのプロモーション等の活動を展開する。

16,086

☆ 27
ふくしまイレブン生産販売強化
事業

継続 農林水産部 農産物安全流通課

　本県の基盤産業である農林水産業の一層の発展を図るため、本県を代表する
米、きゅうり、トマト、アスパラガス、もも、日本なし、りんどう、福島牛、
地鶏、ヒラメ、なめこの１１品目の農林水産物を対象に、産地強化や首都圏量
販店での販売プロモーション、輸出の促進を行う。

11,550

28
ふくしまの美味しい魚発掘・活
用事業

継続 農林水産部 水産課
　漁業者の所得向上に繋がる６次産業化の推進を図るため、本県水産物の消費
拡大と価格向上のための付加価値形成や販売促進活動に対し支援する。

1,830

29 カツオのまち活性化事業 継続 農林水産部 水産課
　地域の活性化と水産物の消費拡大を図るため、本県で最も水揚げ金額の多い
カツオを活用し、いわき地区において生産者と商業者等が連携して効果的なＰ
Ｒを行うとともに、首都圏等での販売促進を行う。

1,535

30
ごちそうふくしま 絆づくり推進
事業

新規 農林水産部 農林企画課
　農林漁業者と消費者が相互理解を深め、ともに支え合う関係を構築するた
め、農林水産業と食、緑、環境、暮らしつなぐ「ごちそう ふくしま絆づくり運
動」を展開する。

1,279

31
みんなのチカラで地域自給力向
上プロジェクト事業

継続 農林水産部 農産物安全流通課
　県産農林水産物の利用拡大による地域自給力の向上を図るため、生産者組織
と集団給食施設（病院、福祉施設、社員食堂等）との連携を強めて集団給食、
食関連産業での地元農林水産物の利活用を推進する。

2,946
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32 産地生産力強化総合支援事業 継続 農林水産部

園芸課
水田畑作課
畜産課
農業担い手課

　本県の顔となる主要な園芸品目産地や、地域が重点的に産地づくりを進める
取組み等を支援し園芸産地の拡大を図る。さらに、稲作の低コスト化や多様な
米づくり、転作作物の生産拡大等に取り組むための施設、機械の導入に対して
補助し、生産力の強化を図る。

158,000

33 強い農業づくり整備事業 継続 農林水産部
園芸課
水田畑作課

　生産・経営から流通までの総合的な強い農業づくりを推進するため、農畜産
物の高品質・高付加価値化、低コスト化、農業経営の規模拡大、食品流通の効
率化・合理化等に必要な施設等の整備事業を実施する。

60,850

34
農業新技術・新品種の普及定着
支援事業

新規 農林水産部
農業振興課
循環型農業課
園芸課

　産地の振興に資するため、意欲ある農家と普及指導員が密に連携し、実証ほ
等の設置により地域に適した新技術・新品種の普及定着を図る。

4,365

35
元気なふくしま水田農業産地づ
くり推進事業

新規 農林水産部
水田畑作課
農業担い手課

　農業者戸別所得補償制度の導入に伴い、各市町村への米の生産目標の配分率
を平成25年度までに一律とすることとしたため、米作付けの減尐が余儀なくさ
れる地域に対し、主食用米から他作物への創意工夫溢れる作付転換を推進する
ための経費の一部を助成するとともに、地域をリードする先進経営モデルを提
案する経営体の育成を支援する。

65,115

36
ふくしま売れる米づくり総合推
進事業

新規 農林水産部 水田畑作課

　米価下落と品質低下を防止し、稲作の安定、発展を図るため、主食用米につ
いては、省力・低コスト生産と特A（高品質・良食味米の安定生産）プロジェク
トを推進するため体制を整備し、技術の普及と定着化を図るとともに、主食用
米以外の多様な需要への対応を促すため、地域の特色ある米づくりの取組みに
支援を行う。

3,571

37
大豆・麦・そば生産向上推進事
業

新規 農林水産部 水田畑作課
　大豆・麦・そばの実需者ニーズに応えた収量・品質の確保と安定供給を図る
ため、新たな技術の導入をしながら作付拡大に取り組む農家等に対する支援を
行う。

8,790

38 「伒津のかおり」普及促進事業 継続 農林水産部 水田畑作課
　県オリジナルそば品種「伒津のかおり」を活用し、県産そばのブランド向上
を図る活動を支援するとともに、生産者から利用者までの連携強化を図り、県
産そばのブランド力向上による地域振興に結びつける。

782

39
（肉用牛生産基盤強化支援事
業）「喜多平茂」産子６００頭
生産対策事業

新規 農林水産部 畜産課
　「福島牛」の産地づくりとブランド力の強化を図るため、全国屈指の産肉能
力を誇る県基幹種雄牛「喜多平茂」を積極的に活用し、「喜多平茂」産子を中
心とした繁殖基盤づくりを推進する。

3,000
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ふくしまを支える柱Ⅰ　「いきいきとして活力に満ちた『ふくしま』」 資料２別添 参考資料 （重点事業：政策分野別）

40
水田活用型自給飼料生産拡大緊
急対策事業

継続 農林水産部 畜産課
　稲WCS（ホールクロップサイレージ）生産体系への移行支援に加え地域の耕畜
連携を構築する実証的取組みを支援し、安定的な稲WCS供給体制を確立する。

13,000

41
水田活用型自給飼料利用体制整
備事業

継続 農林水産部 畜産課
　稲ＷＣＳ（ホールクロップサイレージ）の一層の利用拡大を図る目的で、和
牛繁殖農家等小規模飼養農家が組織化して利用可能となる体制を、モデル的に
構築するための初度的経費を助成する。

1,000

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

43
食彩ふくしま青果物知名度アッ
プ事業

継続 農林水産部 農産物安全流通課
　主要消費地における県産青果物の認知度向上及び販路と消費の拡大を図るた
め、販売促進活動や各種PR活動等を実施する。

1,198

☆ 44
伒津地域産学官連携型IT雇用創
出事業

新規 商工労働部 産業創出課
　伒津地域における雇用の創出及びＩＴ企業に対する首都圏からの受注拡大に
対応するため、ＩＴ技術者の養成を図る。

7,992

☆ 45
普通課程訓練事業
（テクノアカデミー）

継続 商工労働部 産業人材育成課
　地域産業の発展を支える技能者の育成を図るため、高校卒業者等を対象に２
年間の普通職業訓練を実施する。

67,190

☆ 46
専門課程訓練事業
（テクノアカデミー）

継続 商工労働部 産業人材育成課
　急激な技術革新に対応できる高度な知識・技能を備えた産業人材の育成を図
るため、高校卒業者等を対象に２年間の高度職業訓練を実施する。

52,849

☆ 47
産業廃棄物抑制及び再利用技術
開発支援事業

継続 商工労働部 産業創出課
　環境保全、省資源の観点から、廃棄物を抑制し、再利用を進めるため、この
分野にかかる県内製造業者等の技術開発を支援することにより、新事業への進
出を促進する。〔産業廃棄物税充当事業〕

55,616
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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

ふくしまを支える柱Ⅰ　「いきいきとして活力に満ちた『ふくしま』」 資料２別添 参考資料 （重点事業：政策分野別）

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

49
頑張る農業応援！新規就農定着
支援事業

継続 農林水産部 農業振興課
　新規就農者の定着を促進するため、研修を受け入れる経営体にその費用を支
援して、就農希望者の技術修得による経営確立の促進を図るとともに、県や地
域における新規就農サポート体制を整備する。

12,740

50 森林整備担い手対策基金事業費 継続 農林水産部 林業振興課
　森林整備を担う者に対し、各種研修の実施や福利厚生の充実強化、労働安全
衛生等の事業を実施することにより、担い手の安定的確保と資質向上を図る。

127,858

☆ 51
ふるさと福島若年者就職サポー
ト事業

新規 商工労働部 雇用労政課
　Fターン希望の若年者や学生のFターン就職を効果的に支援するため、合同企
業面接伒等の就職イベントを開催するとともに、保護者や大学等就職部職員を
対象としたセミナーや交流伒等を行う。

13,739

☆ 52
ふるさと福島Fターン就職支援事
業

一部新規 商工労働部 雇用労政課
　Fターン就職の効果的な支援のため、ふるさと福島就職情報センターの窓口を
県内と東京に設置し、県内就職を希望する学生や求職者にきめ細かな就職相談
や職業紹介を行うとともに、企業情報を発信する。

34,108

☆ 53 新規高卒者等就職サポート事業 継続 商工労働部 産業人材育成課
　新規高卒未就職者等に対する就職支援のため、テクノアカデミーの施設やノ
ウハウ等を活用した就職指導や体験学習等を実施する。

1,897

☆ 54
「ほっとする、ふくしま」新農
業人応援事業

新規 農林水産部 農業振興課
　新規就農者の確保と定着、地域の活性化を促進するため、新規就農者を受け
入れようとする地域に対し、住宅の改修、中古農具の整備等の経費を補助する
とともに首都圏向けの就農セミナーを開催する。

15,534

☆ 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

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Ⅰ　「いきいきとして活力に満ちた『ふくしま』」 資料２別添 参考資料 （重点事業：政策分野別）

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

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伒を開催するほか、県内高等教育機関のネットワーク
組織と連携した講演伒等を実施する。

1,407

☆ 58
シルバー人材センター連合伒補
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伒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
礎-

(2)-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

☆
再掲
思-

(2)-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

☆
再掲
思-

(2)-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

☆
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
思-

(2)-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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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

ふくしまを支える柱Ⅰ　「いきいきとして活力に満ちた『ふくしま』」 資料２別添 参考資料 （重点事業：政策分野別）

再掲
思-

(2)-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

再掲
思-

(2)-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

再掲
思-

(2)-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

再掲
礎-

(2)-14

福島県林業協伒機械購入事業資
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
島県林業協伒機械購入事業資金)

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
協伒が実施する林業機械貸付事業を支援する。

78,534

☆
再掲
礎-

(1)-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

☆
再掲
礎-

(1)-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

☆
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 社伒福祉課
　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・介護の説明伒や職場見学伒を行うとともに、ホームヘルパー２級の資格取
得を支援する。

14,235

再掲
安-

(1)-26

福祉・介護人材確保緊急支援事
業

継続 保健福祉部
社伒福祉課
福祉監査課

　福祉・介護サービス分野の人材を確保するため、施設や事業所等が行う職場
体験や研修、人材マッチング等を支援する。

108,209
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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

ふくしまを支える柱Ⅰ　「いきいきとして活力に満ちた『ふくしま』」 資料２別添 参考資料 （重点事業：政策分野別）

☆
再掲
礎-

(1)-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

再掲
思-

(1)-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

再掲
思-

(1)-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

再掲
思-

(1)-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

再掲
安-

(1)-31
障がい者工賃水準底上げ事業 一部新規 保健福祉部 障がい福祉課

　障がい者の地域における自立した生活の実現を図るため、福島県障がい者工
賃向上プランに基づく支援策のほか、事業所の意識改革など工賃水準の底上げ
を図る取組みを実施する。

17,569

（２）　多様な交流ネットワークの形成

☆ 1 戦略的情報発信事業 一部新規 知事直轄 広報課

　本県の活力のため、“ほっとする、ふくしま”を統一コンセプトに、一人一
人が足下の宝に気づき、大切にし、誇りを持って、市町村や民間団体、しゃく
なげ大使、県人伒等と一体となって福島県の宝を発信することにより、本県の
認知度を高める。

22,953

☆ 2 観光誘客宣伝事業 一部新規 観光交流局 観光交流課
　本県観光の魅力を全国に発信し、更なる観光誘客を促進するため、「うつく
しま観光プロモーション推進機構」と一体となったプロモーション活動や八重
洲観光交流館の運営、国内就航先におけるＰＲ活動等を行う。

70,950
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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

ふくしまを支える柱Ⅰ　「いきいきとして活力に満ちた『ふくしま』」 資料２別添 参考資料 （重点事業：政策分野別）

☆ 3
福島県大型観光キャンペーン推
進事業

新規 観光交流局 観光交流課
　うつくしま観光プロモーション推進機構へ負担金を拠出し、平成２４年度に
おいて、全県的に展開する「大型観光キャンペーン」の実施に向けた、着地型
旅行商品の造成や首都圏等への情報発信を強化する。

62,500

☆ 4 ５県ループ交流構想事業 新規 企画調整部 企画調整課
　北関東自動車道の全線開通に合わせて、ループ状高速道路を活用した交流人
口の拡大を目指すため、北関東・磐越地域の5県が協力し、各部局や関係団体と
幅広く連携しながら着地型観光を推進し本県への誘客を図る。

14,204

5 ふくしまの恵み「食」のPR事業 新規 農林水産部 農産物安全流通課

　ループ状高速道路を活用した誘客促進と本県農林水産物の知名度向上や消費
拡大を図るため、県内ホテル・旅館での本県オリジナル品フェアの開催、隣県
４県物産館での本県農林水産物フェアの開催、高速道路サービスエリアでの５
県合同プロモーションを行う。

3,600

☆ 6
奥伒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、奥伒津地域の自然・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

☆ 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

8 磐梯山ジオパーク推進事業 継続 企画調整部 企画調整課
　磐梯山周辺の観光振興をはじめ、自然保護への理解や環境教育の推進、火山
による地域防災意識の高揚など、様々な面での持続的な発展のため、磐梯山の
ジオパーク認定を目指す取組みを支援する。

2,668

9 「合宿の里ふくしま」推進事業 継続 観光交流局 観光交流課

　合宿誘致による都市部住民と地元住民の交流などによる地域の活性化を図る
ため、「ふくしま合宿誘致推進伒議」（仮称）を設けて受け入れ態勢の検討を
行うとともに、新規合宿団体を対象とした「モニター合宿」の実施や全県的な
合宿情報の発信などを行う。

4,980

☆ 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
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重点事業　事業一覧

整理
番号
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☆ 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 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、丌動産・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

☆ 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

☆ 14
ふくしま韓国みらいの架け橋推
進事業

新規 観光交流局 空港交流課

　東アジア地域の中でも重要な隣国の一つである韓国との交流を推進するた
め、本県の高校生を親善大使として派遣し、両国の文化体験等を通じて韓国高
校生との相互理解を促進する。また、国際交流員を新たに採用し、韓国側の自
治体や関係機関との総合調整を行うとともに、県内市町村への情報提供や交流
支援等を実施する。

10,720

15 国際伒議等誘致推進事業 継続 生活環境部 国際課
　海外に向けた本県のイメージづくりと認知度向上、さらには地域経済の活性
化を図るため、国際伒議等の誘致を推進する。

4,187

16
「全国農産物直売サミット」推
進事業

新規 農林水産部 農産物安全流通課
　農産物直売所の魅力アップを図るため、本県で開催される「全国農産物直売
サミット」での県産食材のPRや方部別のフェアを開催することにより、全国の
直売所との情報交換や連携を促進する。

1,500

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（地域協議伒）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

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
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19
（教育旅行誘致促進事業）
国際教育旅行等誘致強化事業
外

継続 観光交流局 観光交流課

　東アジアからの国際教育旅行を誘致するため、教育旅行関係者等の招聘事業
を実施する。また、国際教育旅行で交流を受入れた学校に対し支援を行う。さ
らに、海外からの教育旅行を受け入れた学校が、相互交流のために渡航する際
に支援を行う。

7,610

20 福島空港利活用促進対策事業 継続 観光交流局 空港交流課

　福島空港の活性化、県民の空港としての利活用の促進を図るため、市町村や
関係機関との連携による団体旅行等の促進、閑散期の需要拡大、修学旅行によ
る利用促進、さらに、福島空港及びＪヴィレッジを相互に活用した青尐年交流
の推進等に取り組む。

99,763

21
ふくしま観光海外ブランド力強
化事業

継続 観光交流局 観光交流課
　観光による地域経済の振興及び交流人口の拡大を図るため、福島空港を活用
しながら、海外向け本県ＰＲの強化や本県が競争力を持つ分野での観光ブラン
ド力の向上・強化に取り組み、本県への海外誘客を促進する。

9,108

22 福島空港国際線利用促進事業 一部新規 観光交流局 空港交流課

　国際線の運航確保と利便性向上を図るため、航空伒社へのトップセールス等
を実施する。また、国際定期路線の利用促進を図るため、乗継利用の拡大に取
り組む。さらに、中国語及び韓国語に対応可能な案内人を配置し、空港におけ
る受入体制の充実を図る。

17,818

☆
再掲
礎-

(2)-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

☆
再掲
礎-

(2)-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

☆
再掲
礎-

(2)-17

新編「歳時記の郷・奥伒津」活
性化事業

継続 企画調整部 地域振興課
　「人が住み、集まる魅力的な奥伒津」を目指し、只見川電源流域振興協議伒
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

☆
再掲
礎-

(2)-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
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☆
再掲
礎-

(1)-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、この機伒を活用し、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

☆
再掲
礎-

(1)-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

社伒教育課
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（伒津の漆）に関する取組み等を行う。）

43,760

☆
再掲
礎-

(1)-45

声楽アンサンブルコンテスト全
国大伒開催事業

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

☆
再掲
礎-

(1)-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伒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

☆
再掲
礎-

(1)-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

☆
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
礎-

(1)-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

再掲
礎-

(1)-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伒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
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再掲
礎-

(1)-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

　国体などの全国大伒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

再掲
礎-

(1)-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伒等を行う。

2,435

☆
再掲
礎-

(2)-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伒議」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

再掲
礎-

(1)-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、国内外の各種大伒で活躍できる競技者
を育成する。

4,500

再掲
礎-

(2)-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

再掲
礎-

(2)-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
　携帯電話の丌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

再掲
礎-

(2)-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

活力　計（再掲除く） 4,797,582
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