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令和４年度当初予算
企画調整部 (新) 総合計画推進事業 40,954 40
企画調整部 デジタル変革（ＤＸ）推進事業 125,625 30

新型コロナウイルス感染症への対応
保健福祉部 新型コロナウイルス感染症診療・検査体制強化事業 535,436
保健福祉部 感染拡大傾向時一般検査事業 2,177,142
保健福祉部 新型コロナウイルス感染症入院病床確保事業 29,867,181
保健福祉部 新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設確保・運営事業 10,732,713
保健福祉部 新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援事業 226,679
保健福祉部 新型コロナウイルスワクチン接種事業 2,487,269
商工労働部 中小企業制度資金貸付金 65,798,016
商工労働部 新型コロナウイルス対策サプライチェーン強化支援事業 200,000
商工労働部 福島空港新型感染症対策事業 430,870
商工労働部 県産酒流通促進事業 204,197

避難地域における復興の加速化
商工労働部 原子力災害被災事業者事業再開等支援事業 1,888,398 18
農林水産部 福島県営農再開支援事業 4,554,348 6
農林水産部 福島県高付加価値産地展開支援事業 6,708,791 6
保健福祉部 避難地域等医療復興事業 1,418,292 5
企画調整部 避難地域への移住促進事業 2,588,901 10

健康長寿の実現、結婚・出産・子育て支援
保健福祉部 健康長寿ふくしま推進事業 361,051 27
保健福祉部 (新) がん対策推進事業 19,195 27
保健福祉部 県中児童相談所整備事業 371,066 25
保健福祉部 (新) 医療的ケア児支援事業 12,534 26
保健福祉部 (新) 母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業 37,904 42

教育環境の充実
教育庁 (新) 学びの変革のための１人１台端末実現事業 138,460 26
総務部 (新) 私立高等学校における１人１台端末整備支援事業 47,225 40

保健福祉部 (新) こどもを守る情報モラル向上支援事業 36,080 24
教育庁 県立高等学校再編整備事業（施設） 1,152,679 28
教育庁 統合校魅力化発信強化事業 7,317 29
教育庁 (新) 普通科における特色あるコース制推進事業 4,088 26

保健福祉部 (新) ヤングケアラー支援体制強化事業 15,230 23
教育庁 夜間中学調査・研究事業 3,071 26

医療・介護体制の充実
保健福祉部 (新) 専門医養成支援事業 27,146 14
保健福祉部 (新) 感染症専門人材養成等事業 55,030 14
保健福祉部 (新) 地域医療情報ネットワーク拡充支援事業 56,330 11

病院局 ふくしま医療センターこころの杜整備事業 2,246,982 16

安心して住み、暮らすための環境づくり
生活環境部 仮置場原状回復等支援事業 15,271,077 13

農林水産部・土木部 自然災害からの復旧【公共事業】 874,473
農林水産部・土木部 防災力の強化等【公共事業】 10,069,505

危機管理部 (新) 防災情報発信高度化調査事業 39,649 17
危機管理部 災害からいのちを守る事業 61,676 40
危機管理部 (新) 社会全体で災害に備えるための防災体制強化事業 13,338 17
生活環境部 (新) 犯罪被害者等支援事業 4,197 14

豊かで持続可能なまちづくり
企画調整部 再生可能エネルギー普及拡大事業 705,530 31
企画調整部 脱炭素社会の実現に向けた水素利用推進事業 690,171 31
生活環境部 (新) みんなで実現、ゼロカーボン福島推進事業 129,438 31
農林水産部 (新) みんなでチャレンジ！環境保全型農業拡大事業 58,500 35

土木部 (新) 小名浜港カーボンニュートラルポート形成計画策定事業【公共事業】 21,000 43
中小企業等の振興、新産業の創出・集積

商工労働部 開発型・提案型企業転換総合支援事業 54,049 34
商工労働部 (新) カーボンニュートラル・水素関連産業推進事業 52,944 19
商工労働部 (新) ものづくり産業におけるＤＸ人材育成事業 62,329 33
商工労働部 廃炉関連産業集積基盤構築事業 121,150 7
商工労働部 魅力を伝えるふくしま医療関連産業人材育成事業 43,252 19
商工労働部 (新) ＲＥＡＬＳＫＹプロジェクト推進事業 33,013 9

農林水産業の振興
農林水産部 (新) ふくしまの次代を担う新規就農者支援事業 160,258 35
農林水産部 (新) 新規就農者育成総合対策事業 1,117,904 36
農林水産部 林業人材育成事業 408,669 34
農林水産部 (新) 福島県次世代漁業人材育成確保支援事業 600,000 6
農林水産部 (新) 園芸生産拠点育成支援事業 361,480 35
農林水産部 (新) 「ふくしまならではの花き」産地育成支援事業 26,038 35
農林水産部 (新) 県育成いちご品種活用産地づくり総合支援事業 105,005 21

交流促進・きずなづくり
商工労働部 ホープツーリズム推進事業 303,905 39
商工労働部 (新) 文化財等を活用した誘客促進事業 29,600 38
商工労働部 (新) エクストリームツーリズムブランド強化等事業 30,000 37
生活環境部 (新) 「来て。乗って。」絶景、只見線利活用事業 200,906 39
生活環境部 ふくしまグリーン復興推進事業 88,255 39
企画調整部 (新) 東京2020オリンピック・パラリンピックレガシー事業 82,014 10

風評・風化対策
総務部 チャレンジふくしま戦略的情報発信事業 510,973 10

企画調整部 (新) 風評・風化対策強化事業 79,425 37
農林水産部 (新) ふくしまの漁業の魅力体感・発信事業 140,800 6
農林水産部 福島県産水産物競争力強化支援事業 565,000 21
商工労働部 県産品風評対策事業 76,124 37
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