
クウェート

1 ①地域基盤復興 危機管理部 消防保安課
避難地域消防団再編支
援事業

　避難地域１２市町村において、消防団の再編成など消防力の確保について検討す
るとともに、企業内自衛消防組織等の活用、消防団による相互応援の強化及び警戒
パトロールの強化を実施する。

33,428 12,559

2 ①地域基盤復興 危機管理部 消防保安課
消防力強化のためのﾛ
ﾎﾞｯﾄﾃｽﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ活用訓
練事業

　県内各消防本部の消防力の向上を図るため、南相馬市に立地する「ロボットテスト
フィールド」を活用した消防訓練を実施するとともに、消防関係機関によるロボットテスト
フィールドの利用促進のための広報事業を行う。

12,800 12,800

3 ①地域基盤復興 危機管理部
原子力安全対
策課

廃炉に関する知見の集
積・発信事業

　廃炉に向けた取組が安全かつ着実に実施されるよう、専門性をもってさらに厳しく監
視するため、海外の廃炉や監視の先進事例の視察及び現地での意見交換を通じ、知
見を集積する。また、現地で広く情報発信する。

3,468 3,468

4 ①地域基盤復興 企画調整部 エネルギー課
Ｊヴィレッジ利活用促進
事業

　本県「復興のシンボル」であるＪヴィレッジの全面再開に当たり、Ｊヴィレッジの更なる
利活用促進を図るための取組を行う。また、Ｊヴィレッジ全天候型練習場に係る指定
管理を行う。

561,313 419,671

5
①地域基盤復興
（⑧原発事故被災者支援）

生活環境部 生活交通課
被災地域生活交通支援
事業

　避難地域１２市町村において帰還した住民が安心して日常生活を送ることができる
移動手段を確保するとともに、地域内外の交流に資する地域公共交通ネットワークを
構築する。

110,901 714

6 ①地域基盤復興 土木部 建築指導課
住宅復興資金（二重ロー
ン）利子補給

　被災者の住宅再建を支援するため、住宅ローンの残債務が５００万円以上ある被災
者が、新たな住宅の購入、建設、補修に必要な資金（５００万円以上）を借り入れる場
合、既存住宅ローンの５年間分の利子相当額を一括補助する。

5,085 5,085

7 ③福祉・介護支援 保健福祉部
社会福祉課
福祉監査課

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

　福祉・介護人材不足の解消を図るため、職場内研修の強化、新規採用職員への支
援、介護業務のイメージアップ、介護に関する入門的研修等の様々な事業を総合的
に展開する。

354,632 86,453

8 ③福祉・介護支援 保健福祉部 健康増進課
管理栄養士・栄養士人
材確保支援事業

　東日本大震災・原子力災害後、相双・いわき地域を中心に、管理栄養士・栄養士の
不足が深刻化しているため、相双・いわき地域の病院・介護保険施設等に勤務しよう
とする者に対し、就職準備金の貸付を行うとともに、県内就職者定着のための支援を
実施する。

14,107 3,000

9 ④教育支援 教育庁 社会教育課
チャレンジ！子どもがふ
みだす体験活動応援事
業

　東日本大震災の経験を踏まえ、子どもたちが充実した自然体験活動等を行う機会を
とおして、心身ともに健康で、豊かな人間性の育成を図るとともに、社会体験活動をと
おして、主体的に復興に寄与する、新生ふくしまを担うたくましい子どもたちの育成を図
る。

386,368 10,000
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10
④教育支援
（⑧原発事故被災者支援）

教育庁 高校教育課 サテライト校等支援事業
　サテライト校である相馬農業高校飯舘校において生徒の進路実現を図るため、学力
向上やキャリア教育に関する取組を支援する。また、他県で学ぶふたば未来学園高
校の生徒が一堂に会する機会を提供するため、バス支援を行う。

5,637 5,637

11 ④教育支援 教育庁 高校教育課
福島イノベーション人材
育成実践事業

　福島イノベーション・コースト構想を担う人材を育成するため、新たな教育プログラム
の実施に必要となる環境を整備するとともに、大学や企業、自治体等と連携し、魅力
ある教育プログラムを実践する。

425,910 21,403

12 ④教育支援 教育庁 高校教育課
ふくしま未来の農業者Ｇ
ＡＰ教育実践事業

　認証ＧＡＰの取得に向けた取組やＧＡＰに基づく実験実習を通じて農業経営の改善
を実践することにより、食の安心安全についての重要性を理解させるとともに、本県の
生徒が農業に誇りと自信を持ち国際的に通用する高い経営感覚を兼ね備えた人材を
育成する。

5,277 5,277

13 ④教育支援 教育庁
県立高校改革
室

スーパーグローバルハイ
スクール事業

　原子力災害からの復興を果たす人材を育成するため、ふたば未来学園高校におい
て、企業、大学等との連携を図りつつ、国際的素養の育成を始めとした質の高いカリ
キュラムの開発・実践に取り組む。

12,742 5,940

14 ⑤農林水産業支援 農林水産部 農業振興課
アグリイノベーション活用
型営農モデル推進事業

　被災地域において、農業法人や関連企業等が、イノベーション・コースト構想により開
発された先進技術の導入や、実現可能性調査（ＦＳ調査）の結果に基づく、ビジネス性
の高い農業の実践により、被災地域における農業の再生と雇用の拡大を図ることを支
援し、復興を加速化させる。

40,600 40,600

15 ⑤農林水産業支援 農林水産部 園芸課
「園芸王国ふくしま」グ
ローバルリンク事業

　海外へ広く「ふくしまブランド」を発信するため、海外ニーズに対応した品質の果樹、
花き等の園芸品目を長期的に安定出荷できる体制を整備する。

35,000 34,997

16 ⑤農林水産業支援 農林水産部 畜産課
ふくしまの畜産復興対策
事業

　東日本大震災及び原発事故の影響により大きな被害を受けた本県畜産業の復興を
図るため、生産、風評払拭及び経営安定の対策を一体的に支援する。

142,646 94,850

17 ⑤農林水産業支援 農林水産部 水産課
ふくしま水産バリュー
チェーン推進事業

　沿岸漁業の水揚拡大と本格操業の再開を図るため、産地と消費地が連携して、水
産バリューチェーン全体で生産性向上の取組や産地市場の流通機能強化を図る取
組を支援する。

4,500 4,500

18 ⑤農林水産業支援 農林水産部 林業振興課
ふくしま県産材競争力強
化支援事業

　県産材の需要拡大を図り、林業・木材産業の復興を進めるため、県内事業者が有す
る付加価値の高い製品や加工技術を、首都圏や海外へ販路拡大する活動を支援す
る。

18,300 18,300

19 ⑤農林水産業支援 農林水産部 森林保全課 ふくしま植樹祭開催事業
　第６９回全国植樹祭の開催理念を継承するとともに、震災から復興するふくしまの元
気な姿を全国に発信するため、本県独自の植樹祭を開催する。

20,000 19,700



クウェート

予算額（単位：千円）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

部局名 担当課（室）名 事業名 事業内容

20 ⑧原発事故被災者支援 企画調整部 地域振興課
FICCオートキャンプ世界
大会開催事業

　国内外から多くの人々を県内に誘致する「FICCオートキャンプ世界大会」を開催し、
力強く復興・創生の道を歩む「ふくしまの今」を直接見て、感じていただき、正確な福島
の現状を広く発信し、本県の風評払拭と風化防止につなげる。

9,084 9,084

21 ⑧原発事故被災者支援 避難地域復興局 生活拠点課
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を購入するために必要な経費を補助する。

2,800 2,800

22
⑧原発事故被災者支援
（④教育支援）

文化スポーツ局 スポーツ課
ふくしまラグビー交流事
業

　「ラグビーワールドカップ2019」や「2020年東京オリンピック・パラリンピック」という大
規模国際大会を控えている今、福島の復興のシンボルであるJヴィレッジを活用し、本
県の復興を県内外へ発信するとともに、ラグビー競技を通じて子どもたちの体力・運動
能力の向上や健やかな人格形成を図る。

17,187 1,611

23 ⑧原発事故被災者支援 生活環境部 国際課
チャレンジふくしま世界へ
の情報発信事業

　本県のイメージ回復や風評の払拭を図るため、国内外における主要国際会議等での
ＰＲ、駐日外交団等を対象とした県内視察、在外県人会や在外公館等と連携した情
報発信事業を実施する。

24,708 24,708

24 ⑧原発事故被災者支援 観光交流局 観光交流課
浜通り「つながる」旅推進
事業

　２０２０年春に予定されている常磐線全線開通に向けて、浜通りの沿線市町村や地
域と連携した「つながる」イベント等を実施することにより、浜通りの復興の姿や元気を
発信する。

6,000 6,000

25 ⑧原発事故被災者支援 観光交流局 観光交流課
ふくしまの食によるインバ
ウンド誘客促進事業

　本県へ外国人旅行者を呼び込むため、首都圏の集客力のある施設でのPRやモニ
ターツアーなどの実施により認知度を高めていくほか、福島の観光地でしか味わえない
食の磨き上げや旅行商品の造成、食のコンテスト開催、口コミサイトの活用など食と観
光を融合した誘客策を展開する。

45,827 45,827

26
⑧原発事故被災者支援
（⑤農林水産業支援 ）

農林水産部 農産物流通課
インバウンドを通じたふく
しま産農産物等販売促
進事業

　外国人観光客が数多く訪れる都内の人気観光地などで県産農産物を食べてもらう
機会を創り出すとともに、SNS等により本県の農産物の魅力を発信し、食を通じた
「FUKUSHIMA」のイメージ向上により、県産農産物の販売促進につなげる。

19,607 19,607

2,317,927 914,591


