資料４－２
平成２９年度復興へ向けた県中管内取組

① 人口減少・高齢化対策
＜関連する重点プロジェクト＞
重点１「人口減少・高齢化対策プロジェクト」
※は県全体での事業費

番号

事業名

1

「絆」で拓く！ふくしま未来農業創出事
業【継続】

2

事業費(千円)

担当出先機関

重点P

県中農林事務所

1(1)

2,901

県中地域の定住・二地域居住に関する施策、支援制度や
管内全体の定住・二地域居住を推進するため、管内市町
地域情報の収集、集約体制を整備し、「県中地域定住・二
村や地域づくり団体等とのネットワークを強化し、首都圏 県中地方振興局
地域居住推進協議会」を通じて連携を図り、県中地域全体
等へ向け、広域的な情報発信（セミナー開催、イベント出 （企画商工部）
で首都圏等へ向けて情報を発信し、定住・二地域居住を推
展等）を行う。
進する。

1(2)

地域創生総合支援事業（一般枠）
【継続】（再掲）

48,156

民間団体が地域づくり推進を目的として行う、地域の特
個性と魅力ある地域づくりの推進に寄与することを目的
色を活かした人口減少対策や定住・二地域居住、広域観光 県中地方振興局
に、民間団体が行う地域振興に関する取組に対して補助す
に関する取組、復興に向けた取組などに対して、必要な経 （企画商工部）
る。
費への補助を行う。

1(2)再掲
10(4)

来て ふくしま住宅取得支援事業
【新規】

良質な住宅取得を行う県外から県内への移住者に対し、
県外から県内への移住を推進するため、市町村が実施す
地域の活性化を強力に進めるため、市町村が主体となって る住宅取得支援事業を助成する。
県中建設事務所
31,200 ※ 地域の実情を踏まえて行う住宅取得支援事業に対し、若年 【募集戸数】３０戸（県全体）
層や子育て世帯への移住加算を含め、補助金を交付する。 【市町村事業への補助額】最大100万

1(2)

福島県空き家・ふるさと復興支援事業
【継続】

29,600

震災や原子力災害で被災・避難されている方や県外から
福島県に移住される方に対し、空き家のリフォームやク
定住・二地域居住、被災者等の住宅再建を推進し、本県 リーニングに要する費用への補助を行う。
の活性化・復興を図るため、県外からの移住者や被災者等 【募集期間】
県中建設事務所
が行う空き家改修等に対し、補助金を交付する。
平成29年4月24日～平成29年12月28日
【補助額】
最大250万円

1(2)

福島県多世代同居・近居推進事業
【継続】

世代間の支え合いによる子育て環境や高齢者の見守りの
充実などを目的に、新たに多世代で同居・近居を始める方
子育て環境や高齢者見守りの充実等を図るため、親世帯
に対し、住宅取得等に要する費用への補助を行う。
県中建設事務所
70,700 ※ と子ども世帯が同居・近居するための住宅取得やリフォー 【募集期間】未定
ムに対し、補助金を交付する。
【募集件数】８０戸（県全体）
【補助額】1件あたり最大110万円

1(3)

定住・二地域居住の推進
（県戦略・過疎中山間地域振興事業）
【新規】

過疎・中山間地域において営農組織等と企業等との連携
可能となる先端モデル経営体を創出する。

【重点】

4
【重点】

5
【重点】

6

本年度実施計画

94,551 ※ による農業の新たなビジネスモデルを実証し、安定雇用が 計画詳細未定

【重点】

3

事業概要

1

資料４－２
平成２９年度復興へ向けた県中管内取組

① 人口減少・高齢化対策
※は県全体での事業費

番号

7

事業名

地域創生総合支援事業
（地域創生・市町村枠）
【継続】

事業費(千円)

60,396

事業概要

本年度実施計画

担当出先機関

重点P

空き家等を活用した事業など、各市町村が取り組む地域
地域創生の推進に寄与し、様々な地域課題の解決に資す
県中地方振興局
創生の推進に寄与する事業で、具体的な効果が見込める事
る市町村の取組に対して補助を行う。
（企画商工部）
業に対して、補助を行う。

1(4)

1.ふくしま【健】民パスポート事業の推進
管内市町村全てが本事業と連携し、健康づくり事業を推
進できるよう支援する。

8

健康長寿ふくしま推進事業
【継続】

2.生活習慣病予防対策推進事業
(1)【元気で働く職場】応援事業
モデル企業を選定し、健康づくりに配慮した職場環境改
震災後、各種健康指標の悪化や要介護者が増加するなど 善を図るための支援を行う。
健康に関するリスクが増大していることから、県民の生活 (2)先駆的健康づくり実施支援事業
モデル市町村を選定し、先駆的健康づくり事業の実施を 県中保健福祉事務所
108,257 ※ 習慣の改善につながる効果的な健康づくりを地域全体で進
め、健康なまち（県）づくりを推進する。
支援する。
3.生活習慣改善による健康長寿推進事業
(1)子どものむし歯緊急対策事業
①フッ化物洗口実施に向けての市町村支援
②子どものむし歯緊急対策検討会の開催
③子どものむし歯緊急対策研修会の開催
(2)健康長寿のための減塩＆野菜を食べよう大作戦
減塩や野菜摂取などの健康行動を起こしやすい環境づく
りを推進するためのキャンペーンを実施する。

2

1(4)
5(1)再掲

資料４－２
平成２９年度復興へ向けた県中管内取組

② 避難地域の復興・再生
＜関連する重点プロジェクト＞
重点２「避難地域等復興加速プロジェクト」
※は県全体での事業費

番号

1

事業名

事業概要

本年度実施計画

担当出先機関

重点P

福島県営農再開支援事業
【継続】

〔避難区域等対象〕
１.除染後農地等の保全管理
２.鳥獣被害防止緊急対策
３.放れ畜対策
４.営農再開に向けた作付実証
原子力事故により、農作物等の生産断念を余儀なくされ
５.避難からすぐ帰還しない農家の農地を管理する者への
支援
県中農林事務所
5,822,408 ※ た避難区域等においては、営農再開に向けた環境が整って
いないことから農業者が帰還して、安心して営農再開でき
６.放射性物質の交差汚染防止対策
ることを目的として行う一連の取組を支援する。
７.新たな農業への転換支援
８.水稲の作付け再開支援
９.特認事業（営農再開に向けた復興組合支援、稲生産環
境再生対策、イノシシ等有害鳥獣捕獲対策、農業者の安全
管理支援、斑点米対策）

2(1)
7(2)再掲

原子力被災１２市町村農業者支援事業
【継続】

１.営農再開等を行う農業者に対して、必要な機械の導入
原子力被災１２市町村における農業再生を進めていくた
や施設の整備、家畜の導入等にかかる費用を補助
県中農林事務所
1,737,751 ※ め、営農再開等に必要な初期経費等の一部を補助する。
２.補助金交付にあたり必要となる市町村の事務経費を補
（田村市）
助

2(1)
3(1)再掲

【重点】

2

事業費(千円)

【重点】

3

福島イノベーション・コースト構想に基
づく先端農林業ロボット研究開発事業
【継続】

57,535

避難指示区域周辺では、地域の農業が長期にわたり停滞
している状況である。農林業の再生のためには、人手や資
材等の不足は深刻であり、その実現は容易ではない。そこ
で、営農再開意欲を昂進させるとともに、限られた人的資
源で営農を再開し、かつ収益を上げていくために、これま
での生産現場の技術体系を大きく変える大幅な作業の省力
化等を実現する先端技術の開発を推し進める。

3

１.ロボットトラクタの開発・実証
ロボットトラクタの無人走行試験を行う。
大区画ほ場での試験区を設けた超省力技術の実証に加
え、避難区域での無人での農地の保全管理への利用も検
討。
２.法面用除草ロボット開発
農業総合センター
除染後ほ場や畦畔等の除草管理作業に活用できる除草
ロボットの開発を行う。
３.農作業用アシストスーツ開発・実証
地元ロボット企業と連携して農作業の労働負荷を軽減
するアシストスーツの改良を行う。

2(2)

資料４－２
平成２９年度復興へ向けた県中管内取組

③ 安心して住み、暮らす
＜関連する重点プロジェクト＞
重点３「生活再建支援プロジェクト」
重点４「環境回復プロジェクト」
重点５「心身の健康を守るプロジェクト」
重点６「子ども・若者育成プロジェクト」

※は県全体での事業費

番号

1

事業名

原子力被災１２市町村農業者支援事業
【継続】（再掲）

【重点】

2

道路環境整備事業
【新規】

3

都路地区再生支援事業
（原子力災害対応雇用支援事業）
【継続】

事業費(千円)

市町村除染対策支援事業
【継続】

5

線量低減化支援事業
【継続】

6

ため池等放射性物質対策事業
【継続】

7

除染対策推進事業
【継続】

本年度実施計画

担当出先機関

１.営農再開等を行う農業者に対して、必要な機械の導入
原子力被災１２市町村における農業再生を進めていくた
や施設の整備、家畜の導入等にかかる費用を補助
県中農林事務所
1,737,751 ※ め、営農再開等に必要な初期経費等の一部を補助する。
２.補助金交付にあたり必要となる市町村の事務経費を補
（田村市）
助

重点P

3(1)再掲
2(1)

45,100

除染実施区域内のうち、空間線量が低く（0.23μSV/h未 ○側溝堆積物除去
満）、除染を実施していない地区の道路等側溝堆積物の撤 ・県中建設管内（郡山市内）：側溝延長14.0㎞
去・処理を実施する。
・須賀川土木管内（天栄村、鏡石町）：側溝延長2.7㎞

県中建設事務所

3(1)

17,988

都路町商工会及び６次化拠点施設に地域コミュニティ再
都路町商工会と連携し、地域コミュニティ再生支援員６
生支援員を配置して、避難により失われたコミュニティの 名を配置し、地域の賑わいの創出、都路地区の復旧・復興 県中地方振興局
再生や避難住民の帰還、地域産業の再生など、当該地域の に関する情報発信、地域雇用創出のための６次化商品の開 （企画商工部）
再生に取り組む。
発、加工、販売業務等に取り組む。

3(2)

市町村が除染実施計画に基づき実施するフォローアップ
県土の除染を迅速に進めるため、市町村が除染実施計画
県中地方振興局
除染、道路や農地等の除染に係る経費を交付する。
に基づき実施する除染を支援する。
（県民環境部）
（補助率10/10)

4(1)

【重点】

4

事業概要

222,201,291 ※

市町村が実施する除染実施区域内で土壌等の除染が完了

市町村が実施するホットスポット対応や仮置場の設置・

49,999 ※ した区域及び除染実施区域外におけるホットスポット対応 管理等の経費を交付する。
や仮置場の設置・管理等を支援する。

542,731

（補助率10/10)

原子力災害により、放射性物質に汚染されたため池等の 【対策工事】
農業水利施設について、ため池の底質除去や底質固化、取
郡山市 ２箇所
水施設の改良等行い、営農再開及び農業の復興に資する。
三春町 ５箇所

県中地方振興局
（県民環境部）

4(1)

県中農林事務所

4(1)

発注済みの道路除染134kmを実施し、管内の道路除染を
市町村の策定する除染実施計画に基づき、県管理施設に 完了させる。
県中建設事務所
7,198,893 ※ おける除去土壌の適正保管や搬出等を実施する。
・県中建設管内（郡山市内）：134km

4

4(1)

資料４－２
平成２９年度復興へ向けた県中管内取組

③ 安心して住み、暮らす
※は県全体での事業費

番号

8

事業名

飲料水及び加工食品の放射性物質検査事
業【継続】

事業費(千円)

事業概要

本年度実施計画

飲料水及び加工食品の放射性物質検査を実施する。
１.飲料水の放射性物質モニタリング検査
放射性物質の影響による飲料水や加工食品等の安全を確
（１）上水道・簡易水道 ：週１回
（２）専用水道・給水施設：月１回
36,500 ※ 認するとともに、飲食物に対する県民の不安や不信を払拭
するため、飲料水及び加工食品の放射性物質検査を実施す
（３）一般飲用井戸
：原則１回
る。
※検査頻度については、年度内に見直しされる予定
２.加工食品の放射性物質検査：20検体／週

担当出先機関

重点P

県中保健福祉事務所

4(2)

農林水産物等の安全性の確保に向け、緊急時モニタリン
管内農林産物の安全・安心を確保するため、モニタリン
グ検査を実施するとともに、その結果を消費者や生産者、 グ検査を継続実施するとともに、検査実績等の情報を迅速 県中農林事務所
流通事業者等に迅速かつ的確に公表する。
に公表する。

9

農林水産物等緊急時モニタリング事業
【継続】

308,754

ゲルマニウム半導体検出器11台を活用し、野菜・果実
本県農林水産物の安全性の確保と風評払拭のため、県内
（月、水、木曜日）、魚介類（月、火曜日）、穀類・山
で生産される農林水産物のうち、販売に供されるものの放
菜・きのこ（火、金曜日）豚肉・鶏肉・馬肉、はちみつ、 農業総合センター
射能濃度検査について、継続して実施するとともに正確な
飼料作物（木曜日）、原乳（月曜日）、牛肉（火～金曜
検査結果を迅速に公表する。
日）を計画的に実施。

【重点】

10

4(2)
7(1)再掲

※

ふくしまの恵み安全・安心推進事業
【継続】（再掲）

193,140

産地が出荷時に行う米の全量全袋検査など、より詳細な
関係機関団体との調整を進め、地域協議会の運営や検査
放射性物質の測定に向けた地域協議会の設置・運営や検査
県中農林事務所
実施、検査機器点検等に要する経費を支援する。
実施に対する支援を行う。

600,000

放射能に汚染された下水汚泥について、溶融施設の老朽
化に伴う停止に対応し、適切かつ確実に全量排出を行うた
仮設汚泥貯留施設を県中浄化センターに整備する。
め、仮設の汚泥貯留施設を平成３０年３月末までに整備
し、平成３０年４月から本格的に稼働させる。

4(2)再掲
7(1)

【重点】

11

下水道汚泥放射能対策事業
【新規】

5

県中流域下水道建
設事務所

4（3）

資料４－２
平成２９年度復興へ向けた県中管内取組

③ 安心して住み、暮らす
※は県全体での事業費

番号

12

13

事業名

環境創造センターにおける研究開発事業
【継続】

環境創造センター（交流棟）管理運営事業
【継続】

事業費(千円)

事業概要

本年度実施計画

担当出先機関

重点P

352,922

放射性物質に汚染された本県の環境回復・創造のため
に、ＪＡＥＡ及び国環研と緊密に連携し、放射線計測、除
染・廃棄物、環境動態、環境創造の４つの部門に係る全13
テーマについて調査研究を実施する。（ＩＡＥＡ協力プロ
ジェクトを含み、かつＪＡＥＡ、国環研分を除く。）
なお、県、ＪＡＥＡ及び国環研の３機関が連携・協力し
て中長期取組方針を策定しており、同方針は平成27～36年
度の10年間を３つのフェーズに分割した段階的な取組とし
た。平成29年度が該当するフェーズ１（平成27～30年度）
については、除去土壌及び放射性物質に汚染された廃棄物
等の適正処理、放射性物質の環境動態解明など、本県の環
境回復に資する喫緊の課題への対応を優先することとして
いる。

１.放射線計測（３テーマ）
・放射性核種の簡易・迅速な分析法の確立に関する研究
・空間線量及び放射性物質の測定技術に関する研究
・モニタリング結果の評価・活用に関する研究
２.除染・廃棄物（７テーマ）
・河川・湖沼等における放射性物質の除去技術に関する
研究
・除染効果の評価に関する研究
・除去土壌や除染廃棄物の処理等の技術的課題に対する
研究
・仮置場等の安全性評価及び住民合意形成手法に係る研
究
環境創造センター
・一般廃棄物焼却施設における放射性物質を含む廃棄物
の適正処理に関する研究
・廃棄物の埋立処分後の放射性セシウムの挙動に関する
研究
・放射性物質に汚染された廃棄物の安全な再利用に関す
る研究
３.環境動態（２テーマ）
・放射性核種の環境中における移行挙動に関する研究
・野生生物における放射性核種の挙動及び行動予測に関
する研究
４.環境創造（１テーマ）
・猪苗代湖の水環境に関する研究

4(4)

281,336

１.施設管理等事業
交流棟の庁舎清掃、各種設備保守点検等を行う。
２.交流棟教育・研修・交流事業
環境創造センターが担う機能である「教育・研修・交
流」に関する取組を行う。
〇環境回復に関する情報発信・研修事業（セミナーや講
演会、専門家派遣等を実施）
〇サイエンスサポートプログラム（高校理科系クラブの
活動を支援）
環境創造センター交流棟施設の維持管理を行うとともに、
３.交流棟企画運営・広報事業
環境創造センターが担う機能である「教育・研修・交流」
環境創造センター
環境や科学について触れる機会を広く創出するための取
に関する取組等を行う。
組を行う。
〇交流棟運営事業（交流棟の運営業務を外部委託）
〇交流棟イベント企画運営・広報事業（交流棟で行う各
種イベントの企画運営及び広報を外部委託）
〇交流棟利用促進事業（三春町営バスの運行費用の一部
を負担し、環境創造センターへの公共交通手段を整備）
４.交流棟学習支援事業
県内小学校団体等の交流棟来館時の貸切バス料金の補助
を行う。

4(4)

6
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事業名

14

環境創造センター（本館）管理運営事業
【継続】

15

環境創造センター（研究棟）管理運営事業
【継続】

16

地域創生総合支援事業（健康枠）
【新規】

事業費(千円)

事業概要

本年度実施計画

担当出先機関

重点P

１.施設管理等事業
本館の庁舎清掃、各種設備保守点検等を行う。
２.企画運営事業
環境創造センターが担う機能に関する取組を効率的・効
果的に実施するため、各種会議体の運営を行う。
３.情報収集・発信事業
環境創造センターにおける取組・成果、環境回復・創造
環境創造センター本館施設の維持管理を行うとともに、
に関する取組などについて、県民等に広く周知する。
環境創造センター
環境創造センター全体の企画運営を行う。
〇環境創造センターHP管理運営事業
（平成28年度に構築したHPの管理）
〇取組周知事業
（環境回復等に関する取組をイベント等の場において周
知）
〇福島県環境創造シンポジウム
（研究成果報告、パネルディスカッション等を実施）

4(4)

44,760

環境創造センターの研究棟の維持管理を行うもの
（注）建物の維持管理に要する経費のみ（JAEA,国環研各機 １.施設管理等事業
関の事業費は含まない）

4(4)

17,367

民間団体や市町村等が行う、健康課題の解決に向けた取
健康維持・増進に寄与することを目的に、民間団体や市 組や、心身の健康維持・増進を図るため地域ぐるみで行う 県中地方振興局
町村等が行う取組に対して補助する。
健康づくり活動などに対して、必要な経費への補助を行 （企画商工部）
う。

137,751

7

環境創造センター

5(1)

資料４－２
平成２９年度復興へ向けた県中管内取組

③ 安心して住み、暮らす
※は県全体での事業費

番号

事業名

事業費(千円)

事業概要

本年度実施計画

担当出先機関

重点P

1.ふくしま【健】民パスポート事業の推進
管内市町村全てが本事業と連携し、健康づくり事業を推
進できるよう支援する。

17

18

19

健康長寿ふくしま推進事業
【継続】(再掲）

被災者健康サポート事業
【継続】

緊急スクールカウンセラー等活用事業
【継続】

2.生活習慣病予防対策推進事業
(1)【元気で働く職場】応援事業
モデル企業を選定し、健康づくりに配慮した職場環境改
善を図るための支援を行う。
震災後、各種健康指標の悪化や要介護者が増加するなど (2)先駆的健康づくり実施支援事業
健康に関するリスクが増大していることから、県民の生活
モデル市町村を選定し、先駆的健康づくり事業の実施を
県中保健福祉事務所
108,257 ※ 習慣の改善につながる効果的な健康づくりを地域全体で進 支援する。
め、健康なまち（県）づくりを推進する。
3.生活習慣改善による健康長寿推進事業
(1)子どものむし歯緊急対策事業
①フッ化物洗口実施に向けての市町村支援
②子どものむし歯緊急対策検討会の開催
③子どものむし歯緊急対策研修会の開催
(2)健康長寿のための減塩＆野菜を食べよう大作戦
減塩や野菜摂取などの健康行動を起こしやすい環境づく
りを推進するためのキャンペーンを実施する。

１.保健医療専門職の健康支援活動の調整
被災市町村の専門職不足を補い、健康状態の悪化が懸念
される被災者の健康状態の把握や健康課題に対応した健康
支援活動の実施体制の整備を支援するため、市町村と関係
仮設住宅等で生活している被災者等に対する健康支援活
団体との健康支援活動の調整を行う。
県中保健福祉事務所
２.被災者健康支援活動の実施
338,370 ※ 動を実施し、健康状態の悪化予防及び健康不安の解消を図
るとともに、被災市町村の保健活動の実施体制整備に向け
仮設住宅等で生活する被災者等に対する健康相談や保健
た支援を行う。
指導、仲間づくり等の健康支援活動を行う。
３.被災市町村保健活動実施体制の整備支援
被災市町村が本来実施すべき保健事業に取り組めるよ
う、その体制整備に向けた支援を行う。

32,300

東日本大震災による被災地域の学校及び避難している児
県中域内の全中学校５７校及び小学校１９校、計７６校
童生徒の心のケア、教職員・保護者等への助言・援助、医
に対して、スクールカウンセラー４４名（県内居住３７
療機関等関係機関との連絡調整を行い、児童生徒のＰＴＳ
県中教育事務所
名・県外居住７名）を配置し、児童生徒の心のケアを充実
Ｄ等からの心の回復を図るため、域内の小・中学校に対し
させる。
てスクールカウンセラーを配置する。

8

5(1)再掲
1(4)

5(1)

5(4)
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番号

20

21

22

事業名

事業費(千円)

事業概要

本年度実施計画

担当出先機関

重点P

県中域内配置のスクールソーシャルワーカー（以下ＳＳ
東日本大震災による被災地域の学校及び避難している児
Ｗｒ）内訳
童生徒の心のケア、教職員・保護者等への助言・援助、学
・県中教育事務所所属ＳＳＷｒ
５名
校教育活動の復旧支援、福祉関係機関・団体との連絡調整
・須賀川市・三春町・天栄村委託 各１名（計３名） 県中教育事務所
等を行い、様々な課題に対応するため、域内の教育委員会
計８名により、域内のすべての市町村（ＳＳＷｒを直接
及び小・中学校、支援を必要としている高等学校に対して
雇用している郡山市・鏡石町を除く）の児童生徒及びその
スクールソーシャルワーカーを派遣する。
家族の支援を充実させる。

5(4)

スクールソーシャルワーカー緊急派遣事業
【継続】

8,916

子ども健やか訪問事業
【継続】

被災市町村から対象児童の情報提供を受け、県中地域に
避難している１歳児及び当該事業により事後フォローが必
要となった児童に対して、家庭訪問等による支援を行う。
≪訪問支援の内容≫
避難の長期化等に伴う新たな課題に対応するため、県中
①育児や児童の心身の健康に関する不安や悩みの傾聴、
県中保健福祉事務所
相談
6,384 ※ 地域に避難している子育て世帯を訪問し、心身の健康に関
する相談、生活・育児に関する相談等に対応し、不安の軽
②生活や育児に関する必要な援助
減を図る。
③子育て支援に関する情報提供、専門の支援機関の紹介
④児童や保護者の心身の様子や養育環境の把握
⑤支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係
機関との連絡調整

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
【継続】

１.食育体験や交流、食生活改善、地域の食文化や郷土色
の伝承等を実践する方々を「食育実践サポーター」として
子どもの適切な食品を選択する力や家庭等における食生活 登録し、子どもを対象とした食育推進に取り組む学校や地
13,426 ※ 活動への積極的な参加、実践する力を養うため、特色ある 域団体等からの要請に応じてサポーターを派遣する支援活 県中農林事務所
地域の食育活動を支援する。
動を行う。
２.子どもを対象とした食育推進活動の企画提案を選定
し、食育推進活動の事例集を作成する。

23

地域学校協働本部事業
【新規】

１.学校支援活動事業(6市町村13本部)
地域と学校が連携･協力し、地域の人材を活用した学校支 鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、田村市、三春町
２.放課後子ども教室事業(6市町村 30教室)
214,531 ※ 援活動や放課後子ども教室等を実施することで、地域全体
で将来を担う子どもたちを育成する新たな体制づくりを図
須賀川市、天栄村、石川町、田村市、三春町、小野町
る。
３.地域学校協働活動事業
天栄村

24

ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業
【継続】

震災の経験を踏まえ、再発見した郷土の良さを伝え合い
発信していくような交流活動を行うとともに、充実した自
416,860 ※ 然体験活動を行う機会を提供し、豊かな人間性と生きる力
の育成を図る。

9

１.小･中学校自然体験・交流活動等支援事業
２.幼稚園・保育所自然体験活動等支援事業
３.社会教育団体自然体験支援事業
４.ふくしまっ子体験活動応援補助事業

6(1)

6(1)

県中教育事務所

6(1)

県中教育事務所

6(1)

資料４－２
平成２９年度復興へ向けた県中管内取組

③ 安心して住み、暮らす
※は県全体での事業費

番号

25

26

27

事業名

地域でつながる家庭教育応援事業
【継続】

「学びのスタンダード」推進事業
【新規】

子どもがふみだす ふくしま復興体験応援事
業【継続】

事業費(千円)

事業概要

本年度実施計画

担当出先機関

重点P

１.地域家庭教育推進県中ブロック会議
〇第１回 6月15日 郡山市労働福祉会館
〇第２回 12月 8日 郡山市労働福祉会館
家庭教育力の向上のため、ＰＴＡと連携し、子育て等に
２.親子の学び応援講座…開催時期・場所未定
３.家庭教育応援企業推進活動
県中教育事務所
4,940 ※ 関し親自身が学習する機会が充実するよう支援するととも
に、地域の家庭教育支援者や企業との連携を活かし、家庭
家庭教育推進に取り組む企業を家庭教育応援企業として
教育を推進する。
登録(通年)
４.フォローアップ研修(家庭教育支援者のための研修会)
開催時期・場所は未定

6(1)

・ふくしまの未来を担う子どもたちを育てるため、県中域
内の小・中学校において「学びのスタンダード」を基盤と
したより質の高い授業や効果的な家庭学習の実践、各学校
における研修の充実に努め、教員の授業改善、指導力向上
を図ることにより、児童生徒の学力向上を図る。

1,710
・ふくしまの復興を担う児童生徒を育成するために、小・
中学校の算数・数学科、理科を専門とする優秀教員の育成
と活用を通して、県中域内の小・中学校において、質の高
い算数・数学科、理科の授業を行うことができるように
し、児童生徒の学力の向上を図る。

・「授業スタンダード」を基にした県中域内の学校への指
導助言等
・域内学力向上担当者等研修会の開催
・事業推進校（パイロット校）における取組についての指
導助言等
・事業推進地域授業研究会の開催

6(2)

県中教育事務所

6(2)

・コアティーチャーよる本務校や派遣校等での算数・数学
科の授業等の実施
・「授業スタンダード」に基づく授業研究会の実施
・福島県算数・数学ジュニアオリンピック問題作成及び当
日の運営

震災以降、子どもたちの復興に貢献しようとする想いを
具現化できる機会を提供することで新たなステージに進
１.事業１｢避難者へ元気を!!」 15団体程度
161,045 ※ み、子どもたちが主体的に復興に寄与する社会体験活動に ２.事業２｢一人一人が復興大使!!」 30団体程度
取り組む事を通して、新生ふくしまを担うたくましい子ど ３.事業３｢起業体験､ふくしまを発信!!」 25団体程度
もたちの育成を図る。

10

県中教育事務所
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事業費(千円)

番号

事業名

28

ふくしまの未来をひらく読書の力プロジェクト
【継続】

１.活動支援者育成事業(研修Ａ)
より良い読書環境をつくるため、子どもたちが読書に親
6月22日 郡山市労働福祉会館(予定)
7,935 ※ しむ機会を設けるとともに、地域で活躍できる読書活動支 ２.活動支援者育成事業(研修Ｂ)
援者の育成、資質の向上を図る。
9月22日 郡山市労働福祉会館(予定)

先駆けの地における再生可能エネルギー
教育推事業【継続】

本県が目指す循環型社会の形成に向けて、児童・生徒の
発達段階に応じた再生可能エネルギーと資源の利用に関す
5,760 ※ る意識の醸成を図り、先駆けの地の県民として主体的に行
動する態度や資質、能力を育成する。各推進校が再生可能
エネルギー教育に係る課題やテーマを掲げ、他校における
取組の参考となる指導事例を作成する。

29

30

31

ふくしまっ子体力向上総合プロジェクト
【継続】

産業人材育成事業
【継続】

担当出先機関

重点P

県中教育事務所

6(2)

推進校：田村市立滝根中学校
（１）推進校が再生可能エネルギー教育に係る課題やテー
マを掲げ、他校における取組の参考となる指導事例の作成
に支援や助言を行う。
県中教育事務所
（２）県内の最先端で多様な関連施設等を活用し、地域の
特性を生かした見学・体験学習プログラムを実践する上
で、推進校の取組に係るスケジュールと経費の管理を行
う。

6(2)

域内の全ての小学校に、小学校体育専門アドバイザーを
派遣する。
原子力発電所事故により低下した児童生徒の体力の向上
また、域内の全ての小・中学校に平成２９年度全国体
や肥満傾向児の出現率低下のため、個人の健康等に関する
72,087 ※ 情報を一元管理できる自分手帳の活用や体育の授業等に専 力・運動能力、運動習慣等の結果資料を持参配付し、次年 県中教育事務所
度の体力向上推進計画書に反映させる。
門家の派遣等を行う。
域内の希望する中学校・高等学校に運動部活動への外部
指導者を派遣し、部活動の指導力や支援体制を強化する。

6(2)

―

事業概要

本年度実施計画

産業の復興再生に向けて、「医療機器関連産業｣、「ロ
ボット関連産業」に対応したカリキュラムの見直し等によ
り学生などを対象とした人材育成を行う。
また、地域企業の事業の高度化、多角化等のニーズに対
応するため、企業在職者等を対象としたセミナーを実施す
る。さらに、離職者等求職者の早期就職の支援、障がい者
の一般雇用への移行を促進するための就労支援を行うこと
を目的に、民間教育訓練機関等を活用した多様な職業訓練
を実施する。
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１.成長産業等人材育成事業
・成長産業分野をテーマとした講演会（仮称）
１回実施 参加 150名予定
・機器導入 自律型ロボットキット1式
２.テクノセミナー（在職者訓練）
40コース 定員 280名
３.離職者等再就職訓練事業
（障がい者委託訓練事業含む）
89コース 定員 943名

テクノアカデミー郡山

6(3)

資料４－２
平成２９年度復興へ向けた県中管内取組

④ふるさとで働く
＜関連する重点プロジェクト＞
重点７「農林水産業再生プロジェクト」
重点８「中小企業等復興プロジェクト」
重点９「新産業創造プロジェクト」
※は県全体での事業費

番号

事業名

事業費(千円)

事業概要

本年度実施計画

担当出先機関

重点P

農林水産物等の安全性の確保に向け、緊急時モニタリン
管内農林産物の安全・安心を確保するため、モニタリン
グ検査を実施するとともに、その結果を消費者や生産者、 グ検査を継続実施するとともに、検査実績等の情報を迅速 県中農林事務所
流通事業者等に迅速かつ的確に公表する。
に公表する。
1

農林水産物等緊急時モニタリング事業
【継続】（再掲）

308,754

【重点】

2

ふくしまの恵み安全・安心推進事業
【継続】

193,140

【重点】

第三者認証ＧＡＰ取得等促進事業
【一部新規】（再掲）
【重点】
3

4

5

※

ゲルマニウム半導体検出器11台を活用し、野菜・果実
本県農林水産物の安全性の確保と風評払拭のため、県内
（月、水、木曜日）、魚介類（月、火曜日）、穀類・山
で生産される農林水産物のうち、販売に供されるものの放
菜・きのこ（火、金曜日）豚肉・鶏肉・馬肉、はちみつ、 農業総合センター
射能濃度検査について、継続して実施するとともに正確な
飼料作物（木曜日）、原乳（月曜日）、牛肉（火～金曜
検査結果を迅速に公表する。
日）を計画的に実施。

産地が出荷時に行う米の全量全袋検査など、より詳細な
関係機関団体との調整を進め、地域協議会の運営や検査
放射性物質の測定に向けた地域協議会の設置・運営や検査
県中農林事務所
実施、検査機器点検等に要する経費を支援する。
実施に対する支援を行う。

農業者と農業団体による第三者認証ＧＡＰ取得・継続にか

324,880 ※ かる費用への支援を行い、福島県産農林産物の信頼向上を 計画詳細未定

県中農林事務所

図る。

試験研究課題（平成29年5月現在）
・放射性物質の分布状況の把握（6課題）
安全・安心な農林水産物生産のため、農作物の放射性物
・放射性物質の吸収量の把握（2課題）
質の吸収量の把握、放射性物質の除去・低減技術や放射性
・放射性物質吸収抑制技術の開発（14課題）
物質吸収抑制技術等の開発及び成果の普及を図る。
・農作業における放射線被曝低減技術の開発(1課題)
（計23課題）

放射性物質除去・低減技術開発事業
【継続】

77,404

元気な産地づくり支援事業
【継続】

園芸品目の戦略的な生産拡大や生産組織の育成等による
土地利用型作物の生産効率化を進める必要があるため、新
66,217 ※ 技術の実践導入や土地利用型作物の団地化や集団化による 1．園芸産地育成・拡大支援対策
2．土地利用型作物支援対策
生産コスト削減と品質の均一化及び飼料作物の生産拡大に
対する支援を行う。
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7(1)再掲
4(2)

7(1)
4(2)再掲

7(1)再掲
10(1)再掲
10(5)

農業総合センター

7(1)

県中農林事務所

7(2)

資料４－２
平成２９年度復興へ向けた県中管内取組

④ふるさとで働く
※は県全体での事業費

番号

事業名

事業費(千円)

事業概要

本年度実施計画

担当出先機関

福島県営農再開支援事業
【継続】（再掲）

〔避難区域等対象〕
１.除染後農地等の保全管理
２.鳥獣被害防止緊急対策
３.放れ畜対策
４.営農再開に向けた作付実証
原子力事故により、農作物等の生産断念を余儀なくされ
５.避難からすぐ帰還しない農家の農地を管理する者への
支援
県中農林事務所
5,822,408 ※ た避難区域等においては、営農再開に向けた環境が整って
いないことから農業者が帰還して、安心して営農再開でき
６.放射性物質の交差汚染防止対策
ることを目的として行う一連の取組を支援する。
７.新たな農業への転換支援
８.水稲の作付け再開支援
９.特認事業（営農再開に向けた復興組合支援、稲生産環
境再生対策、イノシシ等有害鳥獣捕獲対策、農業者の安全
管理支援、斑点米対策）

7

東日本大震災畜産振興対策事業
【継続】

１.畜産物共同利用施設整備
東日本大震災及び原発事故から、畜産の早期復旧・復興
若雌鶏生産のための農場整備（１農場）
を図るため、生産力
２.自給飼料生産調整再編支援
1,991,588 ※ 回復に資する施設整備や家畜導入、自給飼料生産組織の高
汎用型飼料収穫機等の導入（１生産組合）
度化に必要な機械
３.貸付事業による肉専用雌牛の飼養頭数の回復
の導入等に対する支援を行う。
４団体、４３頭導入

8

鳥獣被害防止総合対策交付金事業
【継続】

6

【重点】

9

10
【重点】

復興再生基盤整備事業
【継続】

学校給食等地産地消推進事業
【継続】

34,616

1,954,000

重点P

7(2)再掲
2(1)

県中農林事務所

7(2)

県中農林事務所

7(2)

１.水利施設整備事業 新安積（二期）地区ほか１地区
２.農地整備事業（経営体育成型）前田川地区ほか４地区
原子力災害等の被害を受けた被災地の農業・農村の復
３.農地防災事業 藤沼湖地区ほか３地区
興・再生を図るため、被災地とその周辺地域の農地・農業 ４.農地整備事業（通作条件整備型）田母神３期地区ほか
県中農林事務所
用施設、集落道等の整備を実施し、迅速かつ円滑な復興・ ２地区
再生に資する。
５.中山間地域総合整備事業 ふるどの東地区
上記、15地区について計画的な整備を実施し、県中管内
における農業・農村の復興・再生を図る。

7(2)

１.鳥獣被害防止総合対策事業
地域ぐるみで取り組む効果的な鳥獣被害防止対策を支援 ２.鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業
し、地域農業の維持と振興を図る。
３.整備事業
４.イノシシ有害捕獲促進事業

学校給食や病院食において県産農林水産物の積極的な活
用を促し、県産食材の安全性に対する理解の促進を図り、
15,324 ※ 子どもをはじめとする住民が安心して暮らすことのできる
生活環境の実現に資する。
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学校給食や病院食において、地域の特産品を使用したメ
ニューなどを提供する場合、給食の食材購入に要する経費
を補助する。
県中農林事務所
（事業実施主体：市町村、市町村教育委員会、市町村立小
中学校、市立特別支援学校（小・中学部）、学校給食セン
ター又は共同調理場、病院）

7(2)
10(1)再掲

資料４－２
平成２９年度復興へ向けた県中管内取組

④ふるさとで働く
※は県全体での事業費

番号

11

12

13

事業名

革新的技術開発・緊急展開事業
【継続】

「ふくしまの宝！農業七福神」による復
興加速化研究【継続】

ふくしま森林再生事業
【継続】

事業費(千円)

20,220

19,977

事業概要

本年度実施計画

担当出先機関

重点P

政府が決定した「総合的なTPP関連政策大綱」では、攻め
の農林水産業への転換として、国際競争力のある産地イノ
ベーションの促進が早急に求められていることから、(1)地
域の競争力強化を速やかに進めるための、生産現場におけ
る先進技術を組み合わせた革新的技術体系の実証研究・普
及の支援、(2)将来に向けての競争力の飛躍的な向上を図る
ための次世代の技術を生み出す研究開発を実施する。

１.ICTを用いた総合的技術による農と林が連動した持続的
獣害対策体系の確立。
２.アスパラガス疫病等連作障害の総合的な診断及び対策
技術の開発。
３.東北の水田地域への春まきタマネギを核とした野菜作
の導入と実証。
４.ジョイントＶ字トレリス栽培によるモモ・オウトウの 農業総合センター
省力栽培技術体系の確立。
５.ブドウ根圏制御栽培法の現地実証。
６.リンゴ樹の樹形改良を中心とした早期成園化、生産性
向上技術の実証。
７.モモ・ナシの高品質・安定生産を実現する病害防除技
術体系の実証研究。

7(2)

全国に誇れる本県の農産物の中で、適切な評価を受けて
いない、あるいは存続の危機にある「ふくしまの宝」を磨
き、ブランド力・生産力の強化により復興を加速させてい
く。加えて、2020年東京オリンピックにおける「ふくしま
の宝」の積極的な活用・提供を視野に入れた取組を進める
ことでインバウンド需要を誘発し、本県の復興加速化へ寄
与する。

１.そば：実需者が求める品質のため「会津のかおり」生
産技術体系を構築する。
２.宿根カスミソウ：新産地形成に向けた省力的な高品質
安定生産技術を確立する。
３.おたねにんじん：新たな生産者を見込んだ省力低コス
ト・安定生産技術、種苗の早期増殖技術を確立する。
４.エゴマ：生産性向上のための省力低コスト・安定生産
技術の確立と、機能性成分を生かした商品開発を行う。
５.酒米：酒造好適米の早期育成、酵母とのマッチング、
酒米品質向上のための生産技術を確立する。
６.高品質米：「天のつぶ」等県産米の高品質化、良食味
生産のための栽培管理技術を確立する。
７.寒締・雪下野菜：直売所等での冬場の需要に応える、
栄養価や食味の評価が高い野菜の栽培体系を確立する。

7(2)

森林整備や林業生産活動が停滞して森林の荒廃や山村地
域の衰退が懸念されるため、「森林整備」と放射性物質の
4,688,761 ※ 動態に対応した対策を一体的に推進し、森林の有する多面
的な機能を維持しながら放射性物質の拡散防止対策を図
り、森林を再生する。

14

農業総合センター

１.森林整備：森林所有者等による自主的な森林整備が停
滞している森林において、森林機能を回復するため、公的
主体による間伐等の森林施業と路網整備を推進し、森林の
有する多面的機能を維持する。
県中農林事務所
２.放射性物質対策：１の森林整備を実施するための計画
作成や森林所有者の同意取得を行うとともに、枝葉の処理
や放射性物質の動態に対応した対策を実施する。

7(3)

資料４－２
平成２９年度復興へ向けた県中管内取組

④ふるさとで働く
※は県全体での事業費

番号

14

事業名

中小企業等復旧・復興支援事業
【継続】

15

新製品・新技術開発促進事業
【一部新規】

16

放射線測定事業
【継続】

17

成長産業基盤技術高度化支援事業
●【一部新規】

事業費(千円)

担当出先機関

重点P

１.対象者
(1)津波により被災し、区画整理事業等が遅れ未だ移転で
きない中小企業者等（空き工場・空き店舗等による事業再
開支援事業のみ対象)。
(2)避難指示区域等に工場・店舗等があった中小企業者
等。
東日本大震災及び原子力災害により被害を受けた県内中 (3)東日本大震災などにより自ら所有する工場・店舗等が
小企業等が事業を再開・継続するのに必要となる経費の一 「半壊以上」の被害を受けた中小企業者等（工場・店舗等
県中地方振興局
再生支援事業のみ対象)。
298,186 ※ 部を補助する。
（企画商工部）
１ 空き工場・空き店舗等による事業再開支援事業
２ 工場・店舗等再生支援事業
２.補助内容
(1)空き工場・空き店舗等による事業再開支援事業
（県内の空き工場・空き店舗を借りて仮操業する中小企
業者等を支援)。
(2)工場・店舗等再生支援事業（工場・店舗等の建て替
え、購入又は修繕等をして事業を再開・継続する中小企業
等を支援)。

8(1)

2,859

県内ものづくり企業の魅力向上を目的として、アドバイ
ザーによる御用聞き訪問やハイテクプラザによる開発企業
発掘、現場支援や課題解決等を行う。また、福島県産業振
興センターに補助する事で事業可能調査や市場調査を助成
するほか、委託事業による首都圏での製品展示等を併せて
実施することで、企業の円滑な開発サイクル形成と自立化
を支援する。

１.開発型企業発掘（訪問企業数 200社）
職員が企業を訪問し、状況調査、技術課題の抽出や解決
を行う。
２.開発支援（テーマ数 20件以上）
企業単独では解決困難な課題を企業と共同で取り組み、
ハイテクプラザ
技術課題解決・製品開発をとおし、開発プロセスや技術の
管理方法等について習得を図る。
３.現場支援（支援企業数 30件）
職員を製造現場に派遣し、製造現場の技術力向上を図
る。

8(1)

3,589

県内食品製造業における風評被害への対応として、検査
に伴う事業者の負担軽減と検査の迅速化、検査頻度の向上
県内企業及び生産者からの依頼に基づき、加工食品の放
ハイテクプラザ
を図るため、県内の製造業者を対象に工業製品や加工食品 射能測定と工業製品の表面汚染測定を行う。
の放射能測定業務を行う。

8(1)

基盤技術や成長産業に関する研究会を運営し、企業間の
ネットワーク構築や新技術の導入促進、販路開拓に繋げる
活動を行う。
ハイテクプラザ
・製造技術高度化研究会
・廃炉・災害対応ロボット研究会
・航空・宇宙産業技術研究会

8(1)

856

事業概要

本年度実施計画

技術力の向上、独自技術の開発など、県内企業からのハ
イテクプラザに対する技術的支援の要請は大きい。これら
に対する技術開発、独自技術の開発等に取り組み、技術立
県を目指す本県の技術的基盤の強化・拡充および研究成果
の技術移転を図る。

●事業名としては前年度と同様だが事業の趣旨や実施内容が一部変更となったもの
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④ふるさとで働く
※は県全体での事業費

番号

事業名

事業費(千円)

事業概要

本年度実施計画

・水素社会実現技術開発事業(25,134千円)
水素関連分野及び再生可能エネルギー分野に携わる県内
企業とハイテクプラザが共同で水素輸送・貯蔵に活用でき
る運転管理・早期故障診断等の技術開発を行う。
18

産総研連携強化型技術開発事業
●【一部新規】

31,283

・再生可能エネルギー関連技術高度化促進研究開発事業
(4,997千円)
県内のものづくり企業が有する再生可能エネルギー分野
の要素技術を製品化し、高度化する研究開発を行う。
・再生可能エネルギー関連技術指導事業(1,152千円)
再生可能エネルギー分野における技術力向上のため、ハ
イテクプラザ職員による技術指導等を実施する。

19

チャレンジふくしま「ロボット産業革命
の地」【継続】

30,276

・フィールドロボット研究開発事業(20,371千円)
今後整備が予定されるロボットテストフィールドを活用
した災害対応やインフラ点検等のロボット研究開発をハイ
テクプラザが行うことで、当該施設活用のノウハウや技術
の蓄積を図る。
これにより、他地域に先駆け、当該施設を活用したロ
ボット開発の支援が可能となり、関連産業の集積を着実な
ものとする。

担当出先機関

重点P

・水素社会実現技術開発事業
「水素社会実現のためのスマートO＆M（運転・メンテナ
ンス）技術の開発」水素関連装置の信頼性・安全性を確保
するために、稼働データをIoTモニタリングで収録し、蓄
積されたデータをAI技術等を利用して解析することで、故
障等を検知・予測するシステムを構築する。初年度はバル
ブなどの構成部品にセンシング機能・通信機能をつけるス
マート化と装置故障を予測するために必要と想定される振
動等のデータの取得・解析方法を検討する。
ハイテクプラザ
・再生可能エネルギー関連技術高度化促進研究開発事業
「メタルラップスルー型太陽電池の加工技術の開発」
次々世代太陽電池であるメタルラップスルー型太陽電池の
製造技術の高度化を目指す。H28年度までの研究成果をも
とに、変換効率の向上と試作セルのサイズアップに県内企
業と共同で取り組む。
・再生可能エネルギー関連技術指導事業
再生可能エネルギーに係わるテーマ（テーマ数：約10
テーマ）の実技指導により技術移転を行う。

9(1)

・フィールドロボット研究開発事業
「配管内洗浄ロボットの開発」の研究テーマで、研究開
発を行う。今年度は、昨年度の成果を基に、部品設計・試
作を行い、洗浄能力や噴射反力の最適化を図る。また、洗
浄水回収機構の設計・試作を行う。

・被災地支援ロボット開発事業
電気防獣柵の導電検出・通報装置および自走式除草ロ
・被災地支援ロボット開発事業(9,905千円)
ボットについて昨年度試作、実験を行った結果を基に試作
原発事故により立ち入りができなくなった営農地におけ 機を改良し、農業総合センターと共同で通報実験や除草、
る獣外対策のため、電気防獣柵の漏電検出・通報装置と漏 走行試験を行うことで最適条件を決定する。さらに、AI技
電予防のための自走式除草ロボットを、ハイテクプラザと 術を活用した制御手法についても検討する。
農業総合センターとの共同研究により開発する。

●事業名としては前年度と同様だが事業の趣旨や実施内容が一部変更となったもの
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ハイテクプラザ

9(3)
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⑤ まちをつくり、人とつながる
＜関連する重点プロジェクト＞
重点１０「風評・風化対策プロジェクト」
重点１１「復興まちづくり・交流ネットワーク基盤強化プロジェクト」

※は県全体での事業費

番号

1

事業名

事業費(千円)

農業者と農業団体による第三者認証ＧＡＰ取得・継続に

10(1)

みんなのチカラで農林水産絆づくり事業
【継続】

１.「がんばろう ふくしま！」応援店の拡大と活動を支援
復興支援や地産地消を推進するため「がんばろう ふくし
県中農林事務所
60,311 ※ ま！｣応援店の拡大や県産農産物等の消費拡大、安全性のＰ する。
２.県内量販店等でキャンペーンを実施するなどし、県産
Ｒをするキャンペーンを実施する。
農産物等の消費拡大や安全性をＰＲする。

10(1)

学校給食等地産地消推進事業
【継続】（再掲）

学校給食や病院食において県産農林水産物の積極的な活
用を促し、県産食材の安全性に対する理解の促進を図り、
15,324 ※ 子どもをはじめとする住民が安心して暮らすことのできる
生活環境の実現に資する。

ふくしまど真ん中！元気プロジェクト
（県戦略・地域経営事業ほか）
【継続】

【重点】

7
【重点】

地域創生総合支援事業
（県戦略・地域連携調整事業）
【継続】

地域創生総合支援事業（一般枠）
【継続】

県中農林事務所

を図る。

学校給食や病院食において、地域の特産品を使用したメ
ニューなどを提供する場合、給食の食材購入に要する経費
を補助する。
県中農林事務所
（事業実施主体：市町村、市町村教育委員会、市町村立小
中学校、市立特別支援学校（小・中学部）、学校給食セン
ター又は共同調理場、病院）

10(1)再掲
7(1)

28,371

観光・地域づくり情報等を収集・集約する機能を強化す
ふくしまデスティネーション・キャンペーン(ＤＣ)を契
るとともに、県内外のイベント、JRと連携した秋・冬キャ 県中地方振興局
機に、管内市町村、経済団体等が一体となって取り組んで
ンペーン活動、首都圏等メディアやＳＮＳなど多様な情報 （企画商工部）
きた体制を活用し、引き続き広域観光の推進に取り組む。
発信媒体を活用し幅広い層に県中地域の魅力を発信する。

10(2)

1,000

首都圏で開催されるイベントに他地方振興局とともに連
東日本大震災からの復興や広域的・突発的な地域課題等
県中地方振興局
携して出展し、県中地方の魅力と本県の復興の状況を発信
への対応を図るための事業を実施する。
（企画商工部）
する。

10(2)
10(3)

【重点】

6

10(1)
10(5)
7(1)再掲

市町村及び民間団体の県内外における県産農林水産物等
県内の市町村及び各地域の生産者団体等が実施する、県
の販売促進活動を支援する｡
318,100 ※ 産農林水産物を積極的に販売PRする等の風評を払拭するた （補助額：市5,000千円、町村3,000千円、民間団体等750 県中農林事務所
めの活動に対する支援を行う。
千円）

【重点】

5

重点P

ふくしまの恵みＰＲ支援事業
【継続】

【重点】

4

担当出先機関

324,880 ※ かかる費用への支援を行い、福島県産農林産物の信頼向上 計画詳細未定

【重点】

3

本年度実施計画

第三者認証ＧＡＰ取得等促進事業
【一部新規】

【重点】

2

事業概要

48,156

民間団体が地域づくり推進を目的として行う、地域の特
個性と魅力ある地域づくりの推進に寄与することを目的
色を活かした人口減少対策や定住・二地域居住、広域観光
に、民間団体が行う地域振興に関する取組に対して補助す
に関する取組、復興に向けた取組などに対して、必要な経
る。
費への補助を行う。

17

県中地方振興局
（企画商工部）

10(4)
1(2)再掲
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⑤ まちをつくり、人とつながる
※は県全体での事業費

番号

8

9

事業名

ふくしま復興再生道路整備事業
【継続】

地域連携道路等整備事業
【継続】

事業費(千円)

事業概要

本年度実施計画

担当出先機関

重点P

3,880,000

○国道288号船引ﾊﾞｲﾊﾟｽ＜田村市＞
・2工区：改良工事及び用地取得
・3工区：調査設計
避難解除等区域の復興を周辺地域から強力に支援するた
○国道349号新舘工区＜田村市＞
め、広域的な物流や地域医療、産業再生を支える８路線を
・用地取得、改良工事着手
整備する。
○吉間田滝根線広瀬工区＜田村市,小野町,いわき市＞
・直轄区間：改良工事
・県整備区間：調査設計、用地取得、改良工事着手

県中建設事務所

11(2)

3,682,000

［主な整備箇所］
○国道118号鳳坂工区＜天栄村＞
・(仮称)鳳坂トンネル工事推進
浜通りと中通り・会津との東西の広域的なネットワーク
○郡山湖南線三森工区＜郡山市＞
の強化を図るとともに、災害に強い道路ネットワーク構築
・(仮称)三森2,3号橋 工事
を実現するため、地域連携道路等を整備する。
○いわき石川線石川バイパス＜石川町＞
・1工区：橋梁上部工
・2工区：用地取得、改良工事着手

県中建設事務所

11(2)
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