
（単位：千円）

事業数 金額

62 782,692

27 328,161

7 99,139

8 104,988

12 124,034

19 260,822

12 124,262

4 38,589

3 97,971

16 193,709

5 33,901

4 25,805

3 61,012

4 72,991

359 23,459,039

146 10,541,709

91 3,329,157

39 3,905,876

83 5,682,297

54 179,315

東青地域県民局 6 24,578 西北地域県民局 8 18,694

中南地域県民局 10 29,706 上北地域県民局 7 14,235

三八地域県民局 14 65,928 下北地域県民局 9 26,174

1 260,000

476 24,681,046

68 248,458

東青地域県民局 9 43,136 西北地域県民局 12 40,376

中南地域県民局 11 33,292 上北地域県民局 10 20,219

三八地域県民局 15 68,215 下北地域県民局 11 43,220

平成26年度未来を変える挑戦推進事業

計

地域の元気支援事業

　　３　交流人口を増やす仕組みをつくる

　　③　食でとことんプロジェクト

　　１　食の生産力・商品力を極める

　　３　地域の保健・医療・福祉をサポート

　　②　健康長寿県プロジェクト

地域別計画推進事業　計（戦略プロジェクト事業を除く。）

　　２　食の販売力を極める

　　４　食を支える人づくりを極める

　　３　安全・安心で環境にやさしい食を極める

　青森県基本計画未来を変える挑戦では、めざす姿の実現に向けて、戦略プロジェク
ト・戦略キーワードにより取組の重点化を図ることとしています。
　平成２６年度は３つの戦略プロジェクト、４つの戦略キーワードにより政策・施策
の取組の重点化を図ります。
　また、地域県民局では、地域別計画に掲げる地域のめざす姿の実現のため、地域別
計画推進事業を実施します。

　　①　人口減少克服プロジェクト

　　１　人口減少社会においても持続可能な地域をつくる

　　２　人口増加につながる仕組みをつくる

②　命と暮らしを守る環境づくり

③　人と自然が共生した低炭素・循環型社会づくり

④　ふるさとに誇りを持ち、未来を切り拓く人づくり

　　２　自然環境や地域資源を生かした健康づくり

＜参考＞

地域別計画推進事業　計（戦略プロジェクト事業を含む。）

　　１　地域を挙げて取り組む「健活」

戦略キーワード　計

戦略プロジェクト　計

①　成長産業の創出・拡大と産業競争力強化による働く場づくり
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新 ① 5,962 千円 総務部

　過疎化の進展が著しい本県の現状を踏まえ、人口減少が進む過疎
地域の住民生活が将来にわたり維持されていくよう、過疎地域の行
政サービスの維持・確保等について、市町村間相互の連携や民間と
の連携など多様な方策を調査し、市町村と情報共有を図り、今後の
過疎地域における取組を支援する。

新 ② 15,768 千円 企画政策部

　人口減少が進む集落等の維持・活性化を図るため、集落点検を踏
まえた地域計画の作成・実行といったステップを通して、住民が地
域課題の解決に向けて自ら取り組む仕組みづくりを行う。

新 ③ 3,897 千円 環境生活部
　地域における諸課題の解決に自発的、主体的に活動するＮＰＯ等
との連携・協働の取組を推進し、県の戦略プロジェクトの趣旨に沿
う事業をＮＰＯが企画立案、実施することにより共助社会づくりを
推進する。

新 ④ 5,770 千円 農林水産部
　水循環システムの再生・保全に向けた活動を地域と企業が連携し
て取り組む仕組みづくりのため、地域と企業のマッチング等による
ネットワーク化を進めるとともに、次代を担う子ども世代の啓発活
動を展開する。

新 ⑤ 6,538 千円 農林水産部
　高齢化が進展し健康ニーズが高まる中、地域に貢献できる産地直
売所となること等をめざし、県内の産地直売所を中心としたモデル
地域を選定し、地元農産物を使った健康に役立つ新たな地域貢献商
品の開発と、住民への宅配サービス等販売システムの検討・実証を
行う。

新 ⑥ 59,000 千円 農林水産部

　農山漁村の「地域経営」の確立に向け、地域自らが内発的に地域
の中核となる経営体を育成する仕組みを構築していくために、長期
的視点に立った地域の自主性を重んじる施策の展開と、これら地域
の担い手育成施策を強力にサポートする。

新 ⑦ 2,204 千円 西北地域県民局

　活力ある地域づくりに向け、空き家化の予防と利活用を図るた
め、潜在的な空き家を把握する方法や管内自治体の連携による取組
の検討など、空き家の予防・利活用システムの検討とモデル実証を
行う。

地域と企業がつながる森・里・海づくり推進事業

暮らしを支える産地直売所育成事業

西北型空き家予防・利活用システム検討事業

集落経営再生・活性化事業

あおもり共助社会づくり推進事業

農山漁村「地域経営」担い手育成システム確立促進事業

過疎地域の行政サービス維持・確保支援事業

　戦略プロジェクト
　①人口減少克服プロジェクト

　急激な人口減少に歯止めをかけ、持続可能な地域経済を維持し県民生活を守るため、結婚支援、若年層
の県内定着を促進するための雇用の創出・拡大、安全で快適な生活環境の確保、平成27年度の北海道新幹
線開業に向けた多彩な地域の魅力の活用による交流人口の拡大、そして社会を築き支える人財育成などの
取組を進めます。

１　人口減少社会においても持続可能な地域をつくる

【事業数27、事業費328,161千円】

【事業数７、事業費99,139千円】

　人口減少や少子高齢化の進行により生じる地域の税収減、里山の荒廃、生活利便性低下、空き家増加など様々
な地域課題に早期に対応するとともに、地域が主体となった取組を全庁を挙げて推進することにより、持続可能
で元気な地域づくりを進めます。
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２　人口増加につながる仕組みをつくる

新 ① 4,447 千円 企画政策部

　交流人口の増加及び地域資源を活用した県民の積極的な行動を促
すため、首都圏等に在住する県人との情報交換のためのウェブサイ
トの構築及び県内における交流促進のための普及啓発等を行う。

新 ② 9,929 千円 企画政策部

　県外若者世代をターゲットとして、本県の暮らしや行政施策等の
情報発信を行うとともに、市町村・団体・企業・住民等の連携によ
る人の交流を核とした受入等の取組を実施することにより、本県の
移住・交流推進体制の構築及び気運醸成を図る。

新 ③ 5,788 千円 環境生活部
　企業の経営力向上や誰もが働きやすい職場づくりにつながるワー
ク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）の取組を県内に広げるため、ＷＬ
Ｂに意欲的な企業の更なるステップアップを図るセミナーやアドバ
イザー派遣を実施するとともに、男性の家事・育児参画を促進する
ためのフォーラムを開催する。

新 ④ 12,645 千円 健康福祉部

　結婚、出産、子育ての気運醸成のため、ポジティブキャンペーン
を実施するとともに、少子化や地域活性化に取り組む行政と出会い
や結婚支援活動を行う民間企業・団体との連携を強化するための連
絡協議会を開催し、地域や職域を越えた結婚支援事業を推進する。
また、出会いを希望している独身男女に協賛団体が実施するイベン
トの情報を提供するなど、出会いの機会を創出する。

新 ⑤ 27,814 千円 商工労働部
　県外大学などへ進学した優秀な学生のＵターンを進めるための就
職支援を行うとともに、若年者の早期離職防止のための職場定着や
就労意識形成に対する支援を行う。

新 ⑥ 21,585 千円 商工労働部
　創業・起業の増加を図るため、各層に対する起業意識の醸成を図
るとともに、ニュービジネス創業、ＵＩターン創業及びシニア創業
等の推進を図る。

新 ⑦ 21,700 千円 エネルギー総合対策局

　原子力人財育成・研究開発のための拠点施設の開設に向けて、管
理運営体制や人財育成のあり方、具体的な研究内容の検討などの準
備を行う。

新 ⑧ 1,080 千円 上北地域県民局

　農業後継者の配偶者対策を効果的に進めるため、地域ハッピーラ
イフ推進協議会を設立し、新たに認定するマッチングサポーターが
地域連携や後継者支援を行うほか、独身農業者自らが魅力ある農
業、農産物を活用したフィールド体験等を企画運営し、出会いの感
動や農業･農村のすばらしさをアピールする。

若年者人材確保・定着促進支援事業

上北地域若手農業者ハッピーライフ推進モデル事業

つながる県民プロジェクト事業

若者世代ウェルカムあおもり推進体制整備事業

あおもり型創業・起業育成事業

原子力人材育成・研究開発拠点施設開設準備事業

あおもり出会い・結婚応援事業

男女が共に働き続けられる社会づくり推進事業

【事業数８、事業費104,988千円】
　全国的に人口減少や少子高齢化の進行が避けられない中、地域活力を維持していくため、地域資源
を最大限に活用するとともに、結婚支援や働きやすい環境づくり、若者の雇用の場の確保、県外から
の人財誘致など、人口増加につながる仕組みづくりを進めます。
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３　交流人口を増やす仕組みをつくる

新 ① 8,242 千円 総務部

　北海道新幹線開業により、道南の生徒が、青森県への進学を選択
しやすくなる条件が整備されることから、道南の生徒に対し、大学
等の情報に加え、青森県における学生生活の魅力を発信し本県への
進学を促進するとともに、「津軽海峡交流圏」の形成に寄与する。

新 ② 12,432 千円 企画政策部
　平成27年度末に開業する北海道新幹線奥津軽（仮称）駅に係る県
民の認知度向上・開業効果獲得に向けた気運醸成のため、ポスター
等による北海道新幹線に関する情報発信や県民を巻き込んだＰＲ活
動に取り組む。

新 ③ 11,867 千円 企画政策部
　平成27年度末の北海道新幹線奥津軽（仮称）駅開業を見据え、二
次交通の整備推進に向けた会議の開催や交通事業者等へのヒアリン
グ調査の実施、奥津軽（仮称）駅活用のための推進体制の強化及び
ＰＲ等に取り組む。

新 ④ 1,670 千円 企画政策部

　津軽海峡交流圏におけるフリーパスの運用を実現するため、関係
機関等との協議を行うとともに、本県と道南地域でレンタカーを利
用した場合の割引サービス実現に向けた取組を行う。

新 ⑤ 7,422 千円 観光国際戦略局

　平成26年度からの次期観光戦略に基づき観光地域づくりを推進す
るため、観光地域づくりセミナーや観光プラットフォーム研究会を
開催するとともに、高校生の観光プランづくりへの支援等を行う。

新 ⑥ 11,431 千円 観光国際戦略局

　北海道新幹線開業に向けて、観光客へのおもてなしのブラッシュ
アップを図るため、小・中学生向けのパンフレットを作成するとと
もに、交通事業者などを対象としたおもてなしの向上セミナーや宿
泊施設のおもてなしのレベルを極める塾を開催する。あわせて、観
光看板などの多言語化を図る。

新 ⑦ 25,525 千円 観光国際戦略局

　厳しい地域間競争を勝ち抜くため、旅行エージェントに対する
セールス活動の強化等により、国内誘客を総合的に推進する。

新 ⑧ 10,338 千円 観光国際戦略局

　県立美術館のコンテンツを多角的に活用し、ブランドイメージ強
化を図るとともに、中京圏からの誘客を図るキャンペーンを実施す
る。また、誘客促進のため、旅行エージェントへの売込みを強化す
る。

新 ⑨ 7,740 千円 観光国際戦略局

　津軽半島、下北半島を中心に、道南まで含めたサイクリングエリ
アの魅力を一体的かつ強力に情報発信し、新規旅行客の獲得を図
る。

新 ⑩ 12,088 千円 東青地域県民局

　北海道新幹線奥津軽（仮称）駅開業効果の最大限の獲得に向け、
これまで発掘・磨き上げを行ってきた地域資源の活用を本格的に具
体化するための実証実験や、ＰＲイベントの開催に取り組むととも
に、平成27年度の早期に総合的な情報発信を行うための準備（素材
収集）等を行う。

「奥津軽駅」二次交通等整備促進事業

津軽海峡交流圏フリーパス構築事業

北海道新幹線「奥津軽駅」開業に向けた戦略展開事業

観光おもてなしブラッシュアップ事業

観光客誘客推進パワーアップ事業

「発展、県美力」戦略強化事業

道南の生徒への青森の魅力発信事業

青函サイクル・ツーリズム魅力発信事業

観光地域づくり推進事業

　本県の豊かな自然や多彩な地域資源、魅力の活用により、交流人口を増やすため、本県の更なる魅
力の発掘と磨き上げ、県民のおもてなしの向上、国内外への戦略的な情報発信などの仕組みづくりを
進めます。

【事業数12、事業費124,034千円】

北海道新幹線「奥津軽駅」開業プロモーション事業
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新 ⑪ 3,435 千円 東青地域県民局

　北海道新幹線奥津軽（仮称）駅開業効果の最大限の獲得に向け、
津軽半島北東部の中でも潜在的に多彩な資源を有する外ヶ浜町平舘
地区の道の駅周辺を「観光モデル地域」と位置付け、ワークショッ
プによる着地型ツアー等の開発、情報発信と観光案内の態勢づく
り、戦略的イベントの検討をモデル事業として行う。

新 ⑫ 11,844 千円 西北地域県民局

　北海道新幹線奥津軽（仮称）駅開業効果を最大限に獲得するた
め、津軽半島北部における観光コンテンツの掘り起しと磨き上げ、
モデルコースの検討、地元ならではの視点からのＰＲ・情報発信等
を行う。

北海道新幹線「奥津軽駅」開業効果に向けた観光拠点化モデル事業

北海道新幹線開業に向けた津軽半島北部エリア観光推進事業
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１　地域を挙げて取り組む「健活」

新 ① 29,062 千円 健康福祉部
　県民一人ひとりが健康づくりに関する知識を高め、実践できる
力、いわゆる「健やか力」を身に付けるため、人財育成、健やか力
検定などによる普及啓発、地域・職域への働きかけ、地域診断など
を実施するとともに、糖尿病の病診・診診連携システムの県全体で
の構築を図る。

新 ② 7,528 千円 健康福祉部
　本県の歯科保健対策を強化するため、歯科口腔保健の推進に関す
る法律に基づく口腔保健支援センターを設置し、歯科口腔保健に関
する取組を加速させる。

新 ③ 10,091 千円 健康福祉部
　幼児期からの肥満予防を進めるため、保育所における児童の肥満
の実態や食事・運動など生活習慣について調査するとともに、モデ
ル保育所で肥満防止保育プログラムの実施や個別支援計画の策定な
どに取り組む。

新 ④ 4,488 千円 健康福祉部
　市町村における介護予防対策をさらに進めるため、ロコモティブ
シンドローム予防を目的としたトレーニング「あおもりロコトレ・
チャレンジ（仮称）」を作成する。また、介護予防事業、ロコモ
ティブシンドローム及び「あおもりロコトレ・チャレンジ（仮
称）」についてのリーフレットの作成・配付等により、介護予防の
普及啓発を図る。

新 ⑤ 5,357 千円 商工労働部
　商店街関係者と地域の健康づくり団体を始めとする外部人財との
ネットワークを形成することにより、商店街・市町村の枠を越えた
人的交流を促し、それらが主体となって実施する健康づくりに資す
る取組に対して支援する。

新 ⑥ 10,000 千円 農林水産部
　野菜摂取に対する意識改革と、洋風化・簡便化した食生活から栄
養バランスの良い日本型食生活への見直しを図ることで、「健康で
活力に満ちた『くらし』の実現」を達成するとともに、食生活の改
善による平均寿命の延伸を図る。

新 ⑦ 3,551 千円 農林水産部

　青森りんご食育活動の実践モデル地区を設定し、これまで育成し
た青森りんごシニアマスター等を活用して、全国での青森りんご食
育活動の定着を図るとともに、県外消費地の親子に対して知事が直
接青森りんごのすばらしさを伝授する。また、学校関係者の青森り
んご食育に係るスキルアップを図る。

新 ⑧ 22,597 千円 教育庁

　肥満傾向児の出現率を低下させるため、学校、家庭、地域が連携
し、児童生徒の運動量の増加、体力向上、食育の推進に取り組むほ
か、保健体育・健康教育に関する教師の指導力の向上に取り組む。

子ども健康促進事業

青森りんご食育パワーアップ推進事業

あおもりロコトレ・チャレンジ事業

元気あおもり健康づくり商店街推進事業

野菜で健康大作戦事業

【事業数12、事業費124,262千円】
　平均寿命の延伸に向けて、県民一人ひとりが「健やか力」を身に付け、食生活の改善や、運動習慣
の獲得など、健康づくりの実践につながる環境づくりを進めるとともに、子どもたちの健康的な生活
習慣定着に向けた取組を進めます。

さあ始めよう！あおもり「健活」推進事業

歯科口腔保健推進事業

保育所発！子ども元気スリムプラン事業

　戦略プロジェクト
  ②健康長寿県プロジェクト

【事業数19、事業費260,822千円】

　県民が健康で長生きすることの価値を認識し、生涯にわたって健康で活力ある生活を送ることができる
よう、豊かな自然や食環境を生かしながら、生活習慣の改善やスポーツを通じた健康づくりなど、健康長
寿の青森県をめざした取組を進めます。
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新 ⑨ 4,968 千円 西北地域県民局

　地域住民の健康づくりに向けた意識づくりを進めるため、西北地
域にある大型ショッピングモール及び管内市町と連携して、モール
ウォーキングなどの講習会を開催するとともに、モール内の環境づ
くりと地域の指導者育成に取り組む。

新 ⑩ 2,666 千円 西北地域県民局

　観光客が自分の志向に合った空気環境の飲食店を選択できるよ
う、飲食店等に対してたばこの煙の健康への影響や空気環境向上の
重要性等について普及啓発を行い、禁煙等の取組を店頭表示する飲
食店の増加を図る。

新 ⑪ 14,033 千円 下北地域県民局

（健康アップ体制推進事業）
　下北地域の健康課題を改善するため、子どもの肥満予防を切り口
とした活動を推進するとともに、地域住民の健やか力の向上及び家
庭・学校・企業・行政など地域一体となった健康づくりへの気運醸
成等を図る。

下北教育事務所

（おいしい＆ヘルシー　スマート下北事業）
　下北地域の健康づくりのため、既成の惣菜や弁当などの「中食」
に着目し、中食を健康的にするための取組を下北ブランド研究所と
連携して行う。

(下北健康ウォーキング＆ジョギングロード推進事業)
　日常生活におけるウォーキングやジョギングを促進するため、道
路歩道、河川堤防及び港湾・海岸施設設備を活用したウォーキング
等のコース設定に向け、距離標などを設置し、モデルコースの検証
などを行う。

（下北の子どもヘルスアップ事業）
　下北地域の子どもの生活習慣を改善するため、親子や保護者を対
象に、食習慣や運動習慣の改善に向けた、ご飯づくり講習会、レシ
ピコンテスト、健康教室等を行う。

⑫ 9,921 千円 農林水産部
　外食・中食事業者等を対象に、新鮮で安全・安心な旬の県産食材
を生かした「いのちを支える食」をつくる「あおもり食命人」を育
成し、健康的な食事を外食・中食においても選択できる環境を整備
する。

新 ① 14,352 千円 環境生活部
　世界遺産登録20周年を契機とした保全と活用の更なる推進に向け
て、モニタリング・巡視活動の充実、次代を担う人財育成（ビジネ
スプランづくり支援等）、観光客のニーズに即したプログラムづく
りや情報発信（健康づくりの視点も含む。）の充実、拠点施設のコ
ンシェルジュ機能向上や地域主体のエコツアー提供体制の構築を図
る。

新 ② 17,489 千円 県土整備部
　奥入瀬渓流沿いの国道102号のう回路となる国道103号奥入瀬（青
橅山）バイパスの整備を踏まえ、バイパス完成後の奥入瀬渓流の利
活用と適正管理に向けて、エコロードフェスタの開催など渓流の自
然を生かした健康づくりに資する新たな観光の仕組みづくりなどに
取り組む。

新 ③ 3,586 千円 中南地域県民局

　アップルマラソンを始めとした多くのスポーツイベントや、運動
による健康づくりに取り組むＮＰＯ法人の活発な活動など、中南地
域の特長を生かした、ランニングなどのコースマップの作成や各種
イベントの開催を通して、楽しみながら健康増進に取り組む気運の
醸成を図るとともに、県内外からの誘客に取り組む。

　青森県の強みである豊かな自然環境を始めとする地域資源をとことん活用した特色のある健康づく
りを進めるとともに、地域資源の利活用と保護に対する県民の意識の醸成を図ります。

白神山地21年目からの保全と活用推進プロジェクト事業

奥入瀬渓流ヘルス＆エコツーリズムプロジェクト強化事業

ラン＆バイクで健康増進観光推進事業

あおもり食命人育成事業

【事業数４、事業費38,589千円】

西北地域環境活用型健康づくり応援事業

おいしい空気でおもてなし推進事業

下北地域健康なまちづくり事業

２　自然環境や地域資源を生かした健康づくり
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新 ④ 3,162 千円 上北地域県民局

　リピート率が高い「アクティビティ」を中心に据えながら、小川
原湖周辺の資源を組み合わせた健康的なコンテンツを県内及び近郊
のファミリー層など健康志向の観光客向けに開発・ＰＲし、上北地
域のコンテンツとしての認知度向上を図る。

３　地域の保健・医療・福祉をサポート

新 ① 7,499 千円 健康福祉部

　予防を重視した包括ケアシステムを推進するため、市町村長及び
市町村保健師等に対するセミナーや研修会等を通じ、同システムの
理解を深めるとともに、中堅期保健師の実践力の向上により保健師
活動の活性化を図り、市町村の取組を促進する。

新 ② 7,783 千円 健康福祉部

　若手医師の県内定着を推進するため、若手医師が県内で地域医療
に従事しながらキャリアをデザインできるように、総合診療医など
地域医療を支える医師としてのキャリアパスを作成・提示するとと
もに、その基礎となる総合診療医の育成体制の強化を図る。

③ 82,689 千円 商工労働部
　青森ライフイノベーション戦略に基づき、多様な地域資源など本
県の優位性を生かした次世代型ライフ分野（医療・健康・福祉（介
護））関連産業の創造と集積による、地域産業経済の活性化と雇用
の創出を図る。

【事業数３、事業費97,971千円】

青森ライフイノベーション戦略推進総合対策事業

予防を重視した包括ケアシステム促進事業

若手医師のキャリアデザインサポート事業

　県民の健康づくりを支えるため、若手医師の県内定着に向けた支援体制の強化、市町村の予防を重
視した包括ケアシステムへの理解促進や中堅期保健師の実践力の向上を図るとともに、本県の優位性
を生かした次世代型ライフ分野関連産業の創造と集積により、地域産業経済の活性化と雇用の創出を
図ります。

体感する小川原湖推進事業
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１　食の生産力・商品力を極める

新 ① 13,366 千円 農林水産部
　平成27年の新品種デビューに向けて、販売面では、親しみやすい
品種名の公募や、米卸・実需者の認知度を高める取組を実施する。
生産面では、一定の品質を確保し有利に販売できるよう、関係機関
で構成する協議会を設置して方針や基準を決定し、研修会等を通じ
て生産者のレベルアップを図る。

新 ② 12,200 千円 農林水産部
　県内の６次産業化の取組拡大に向けた事業ＰＲ、実践者の掘り起
こし、相談活動、マッチング支援等を行うほか、「地域内連携」を
重視した成功事例を数多く創出するため、商品開発や販路開拓等の
取組の初期経費に対して助成する。

新 ③ 3,035 千円 東青地域県民局

　北海道新幹線奥津軽（仮称）駅開業に向けて、「食」の先導役で
ある「津軽海峡本まぐろ」の漁獲量アップ及び労働の軽減化を図る
ため、まぐろが特に好む活き餌（アオリイカ）を活用例として、Ｉ
Ｔを活用した活き餌確保・供給体制のモデルづくりに取り組むとと
もに、未利用部位である内臓等を有効活用するため、高鮮度部位の
確保体制づくりに取り組む。

新 ④ 2,287 千円 三八地域県民局

　キャトルセンターを活用した集約的な交配による効率的な子牛の
生産、子牛の預託先である公共牧場を管理する人財の育成及び肥育
期間短縮の実証をすることにより、繁殖牛農家や肥育牛農家のコス
ト低減を図る。また、県の和牛改良と連携し、育種組合を軸とした
地域の肉用牛改良基盤を強化する。

新 ⑤ 3,013 千円 下北地域県民局

　下北の主力魚種サケ・マダラについて、魚価向上のための処理技
術開発や実証試験等の対策を下北ブランド研究所と連携して行う。

２　食の販売力を極める

新 ① 3,997 千円 農林水産部
　物流関連企業との連携を強化し、空輸や大手物流企業が整備した
物流拠点施設の活用など、新たな流通ルート・手法の構築により県
産農林水産物の高鮮度出荷を推進し、中部地方以西への販路拡大を
図る。

船上からつなぐ下北水産物高品質化推進事業

【事業数４、事業費25,805千円】
　販売を重視した「攻めの農林水産業」の推進による農業産出額の伸びや大手量販店への通常取引額
の大幅増加などの強みをとことん伸ばし、更なる販路拡大により、外貨獲得を推進します。

物流関連企業と連携した県産農林水産物販路拡大事業

　本県の高い食料自給率や米、野菜、果実、畜産、水産など幅広い品目にわたってバランスの取れた
生産が行われている強みをとことん伸ばし、高品質な青森県産品を更に安定的に供給できる体制を整
えます。

羽ばたくあおもり米新品種ブランド化推進事業

「地域の６次産業化」推進事業

「津軽海峡本まぐろ」の漁獲アップ・高活用化事業

三八地域和牛の郷づくり事業

　戦略プロジェクト
  ③食でとことんプロジェクト

　その価値が世界に通じる可能性を十分に有する本県の「食」について、産業・雇用分野でこれまで以上
にその強みを生かし、外貨獲得や域内循環をより一層拡大させます。さらに、その他の分野でもこの強み
をとことん活用することにより、青森県産品の多角的な価値を創出し、食の価値を総合的に高めて、食と
いえば青森県と言われるよう取組を進めます。

【事業数５、事業費33,901千円】

【事業数16、事業費193,709千円】
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新 ② 7,300 千円 農林水産部
　平成27年度末の北海道新幹線開業に向けて、青森と函館が連携し
た青函圏の食と観光のプロモーションを首都圏等で展開し、県産品
の情報発信及び本県への誘客促進を図るとともに、「青森の正直」
商談会を、過去３か年の実績を踏まえ、函館との連携により拡充開
催する。

新 ③ 5,147 千円 観光国際戦略局

　りんご輸出体制の構築のため、生産関係者による台湾での即売
会、販売調査、小売意見交換会を開催し、それらを踏まえた輸出対
策を検討するほか、台湾卸売業者の招へいにより、産地と台湾の関
係強化を図る。

新 ④ 9,361 千円 観光国際戦略局

　輸出リスク分散を図るため、今後経済発展が期待できる東南アジ
アを対象に市場調査などを行い、今後の市場開拓の可能性を確認し
た上で県産品輸出を推進する。

３　安全・安心で環境にやさしい食を極める

新 ① 13,665 千円 健康福祉部
　県産食品のブランド化を食品安全対策の側面から支援するため、
新商品（県産食品）を中心に検査に基づく衛生指導を行うととも
に、ホテル・旅館等に対する研修等により自主衛生管理の確立を促
す。また、農林漁業者やホテル・旅館等に対し、見える化による効
果的な衛生指導を行う。

新 ② 39,857 千円 農林水産部
　農業者へのＩＣＴの普及・啓発を図るため、生産システムの効率
化やりんごトレーサビリティモデルの構築など、地域資源の高付加
価値化につながる費用対効果の高いＩＣＴのモデルを検討し、実証
を行う。

新 ③ 7,490 千円 農林水産部

　「攻めの農林水産業」を支える持続的な農業生産体制を強化する
ため、堆肥製造施設等の再生強化活動支援と生産者個々のレベル
アップにより、地域を支える土づくり体制の再構築を図るととも
に、認証ＧＡＰ取得モデル産地と地域リーダーの育成により認証Ｇ
ＡＰ取得を推進するほか、エコ農業学校開設等によるエコ農業取組
者の掘り起こしと消費者の理解促進を図る。

４　食を支える人づくりを極める

新 ① 9,200 千円 農林水産部

　農業者の６次産業化による新商品開発企業や新たに農業参入した
企業など、バイヤーとの商談に不慣れな県内企業を対象に、商談の
場を設定し、実践を通じて商談力・宣伝力を備えた者を育成すると
ともに、その中から選抜した企業を県産品フェアに参加させ、県物
産振興協会と連携して実践指導を行う。

農業ＩＣＴ導入実証モデル事業

土づくり、ＧＡＰ、エコで築く持続的な農業推進事業

【事業数４、事業費72,991千円】

　本県の一次産業の担い手は全国と比較して若く、若手の意欲ある生産者も数多く存在するなどの強
みを更に強化して、将来の一次産業を支える人財の育成を進めるほか、食産業においても新たな人財
の育成を進め、雇用創出と所得向上を進めます。

「青森の正直」県産品とことん売り込め人財育成事業

台湾向け青森りんごレベルアップ事業

東南アジア農林水産物輸出エリア拡大事業

【事業数３、事業費61,012千円】
　夏季冷涼な気候や全県で取り組んでいる健康な土づくりの取組などの強みをとことん生かし、消費
者に安全・安心な青森県産品を届ける体制を強化します。

あおもり食品ブランド力強化支援事業

青函連携「食と観光」タイアップキャンペーン事業
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新 ② 3,049 千円 農林水産部
　生産者自身が輸出相手国のニーズに対応したりんごを生産し、輸
出する体制づくりを進めるため、輸出に意欲的な生産者に対し、生
産から輸出までに必要な知識の習得、台湾での店頭販売体験等の研
修を実施する。

新 ③ 59,000 千円 農林水産部
　中間加工に取り組む食品製造業者に対し、食品加工従事者の雇
用・育成や原料確保の取組、加工技術・品質管理技術の習得などを
支援する。

新 ④ 1,742 千円 上北地域県民局

　上北地域の野菜主産地としての地位を維持し、持続的に発展させ
るため、意欲あふれる農業者による次世代野菜塾を設置し、新野菜
導入に向けた検討や実証栽培の実施、及び安定生産技術の普及につ
いての検証を行う。

中間加工強化対策事業

次世代野菜産地プロデュース事業

りんご輸出チャレンジャー育成事業

－11－



新 7,097 千円 商工労働部

　農工の連携・融合などによる新産業の創出・育成を目指す「あお
もり農工ベストミックス構想（平成17年度策定）」の推進加速化に
向けて、県内企業の情報を集約し、マッチング機会拡大、販路開拓
支援などを通じ、産業クラスターの形成を推進する。

新 27,714 千円 農林水産部

　これまでの試験研究により産業技術センターで開発された、マー
ケットの求める鮮度保持などの技術を見直し、応用することで、同
センターを中心としたコンソーシアムによる顧客満足型の高付加価
値商品の創出を支援し、価格競争の少ない市場で強い競争力を保ち
つつブランド力を強化する。

新 7,305 千円 農林水産部

　りんご黄色品種の高品質安定生産と消費拡大のため、地域の戦略
的な取組を支援し、良食味品種の流通を基本とした信頼確保と流通
拡大を図る。また、黄色品種の認知度不足を解消し、販売を軌道に
乗せるため、りんごの消費宣伝を行う団体と連携し、黄色品種を前
面に出した重点的ＰＲ活動を促進する。

新 6,747 千円 農林水産部

　未・低利用魚種及び部位の有効活用を目指す県内水産加工業者の
取組を支援するため、県産業技術センター食品総合研究所及び下北
ブランド研究所と連携し、県内の実態調査や市場調査、加工技術開
発等を実施するとともに、県内水産加工業者の取組に係る経費を補
助し、水産加工原料の安定化を図る。

新 3,951 千円 農林水産部

新 8,242 千円 農林水産部

新 8,135 千円 農林水産部

新 13,380 千円 農林水産部

新 4,386 千円 農林水産部

新 5,458 千円 農林水産部

新 11,996 千円 農林水産部

新 1,989 千円 農林水産部

新 1,784 千円 農林水産部

新 5,904 千円 農林水産部

新 2,281 千円 農林水産部

新 5,948 千円 農林水産部

新 13,594 千円 農林水産部

新 6,333 千円 農林水産部

3,374 千円 農林水産部

20,155 千円 農林水産部

5,314 千円 農林水産部

3,242 千円 農林水産部

5,481 千円 農林水産部

6,096 千円 農林水産部

　戦略キーワード
　①成長産業の創出・拡大と産業競争力強化による働く場づくり

　県民の豊かな生活を実現するためには、県民一人ひとりの経済的基盤の確立が重要です。
　そこで、今後一層の成長が見込まれる「アグリ（農林水産業）」「ライフ（医療・健康・福祉関連産
業）」「グリーン（環境・エネルギー関連産業）」及び観光関連産業の創出と国際競争力強化などに継続
的かつ集中的に取り組み、外貨獲得や域内循環を進めるとともに、すべての産業において、生産性や収益
性の向上による競争力強化をめざした取組を進め、雇用の創出・拡大、生業づくりと所得の向上を図りま
す。

【事業数146、事業費10,541,709千円】

１　アグリ（農林水産業）分野の成長産業化

需要創出型県内製品モデル開発事業

産地・実需者コーディネート推進事業

鳥獣被害防止対策体制整備支援事業

高付加価値技術創出実証モデル事業

あおもり産品販売力強化促進事業

黄色りんごレベルアップ緊急対策事業

水産加工原料安定化緊急対策事業

りんごニーズ対応型ビジネス拡大事業

あおもり型地域飼料資源活用推進事業

新技術を活用した和牛産肉能力向上対策事業

フラッグシップ製品創出事業

あおもり米新品種「特Ａ」プロジェクト事業

あおもり農工ベストミックス連携加速化推進事業

農福連携による障害者就労促進事業

青森にんにく安心技術確立事業

県育成デルフィニウム産地化推進事業

ながいも産地生産力レベルアップ事業

りんご防除体制強化モデル事業

酪農経営基盤強化促進事業

青森シャモロック振興総合対策事業

特産水産物がリードする豊かな海づくり事業

青森の豊かな海が創る「おさかな自慢」PR推進事業

いか釣り漁業緊急支援事業

県産品情報発信力強化事業
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1,656 千円 農林水産部

7,609 千円 農林水産部

14,000 千円 農林水産部

3,357 千円 農林水産部

新 5,185 千円 農林水産部

新 4,998 千円 農林水産部

新 3,580 千円 農林水産部

新 3,277 千円 農林水産部

新 7,534 千円 農林水産部

新 15,622 千円 農林水産部

新 6,858 千円 農林水産部

新 121,906 千円 農林水産部

18,530 千円 観光国際戦略局

9,012 千円 商工労働部

97,175 千円 農林水産部

2,985 千円 農林水産部

4,725 千円 農林水産部

30,272 千円 農林水産部

1,356 千円 農林水産部

173,015 千円 農林水産部

540,070 千円 農林水産部

10,669 千円 農林水産部

5,032 千円 農林水産部

131,211 千円 農林水産部

２　人口減少などに対応したライフ（医療・健康・福祉）分野の成長産業創出

3,814 千円 商工労働部

３　グリーン（環境・エネルギー）関連産業の推進

新 14,168 千円 エネルギー総合対策局

　エネルギーマネジメントの普及、スマートコミュニティ構築の取
組を進展させ、エネルギー利用の効率化と低炭素社会の実現に向け
た取組の加速化を推進する。エネルギー利用の高度化の進展に伴う
新たなビジネスチャンスの創出により、関連産業の活性化・地域振
興を図る。

新 11,035 千円 エネルギー総合対策局

新 6,520 千円 エネルギー総合対策局

13,940 千円 商工労働部

3,115 千円 エネルギー総合対策局

5,544 千円 エネルギー総合対策局

新 81,957 千円 エネルギー総合対策局

39,480 千円 エネルギー総合対策局

18,645 千円 エネルギー総合対策局

12,374 千円 エネルギー総合対策局

8,142 千円 エネルギー総合対策局

94,796 千円 エネルギー総合対策局

４　戦略的な青森ならではのツーリズムの推進

新 2,793 千円 観光国際戦略局

　韓国企業によるＭＩＣＥを誘致し、外貨獲得と青森・ソウル線の
安定的需要につなげるため、韓国ＭＩＣＥ協会等を対象とした誘
致・ＰＲ活動を実施する。

６次産業化ネットワーク活動事業

韓国ＭＩＣＥ誘致促進事業

商店街を中心とした課題解決型街づくり支援事業

原子力関連業務参入・マルチサポート事業

エネルギー産業振興戦略構築事業

海洋エネルギー関連産業創出推進事業

さけ・ます種苗放流事業

農工連携成長産業化支援事業

ほたてがい養殖管理効率化促進事業

地中熱利用普及連携体制構築事業

エネルギーマネジメント関連産業創出事業

原子力発電施設等研修事業

核融合研究開発拠点形成推進事業

国際核融合拠点環境整備事業

原子力人材育成・研究開発拠点施設整備事業

アジア輸出拡大戦略事業

経営所得安定対策直接支払推進事業

果樹産地総合整備事業

特産果樹産地育成・ブランド確立事業

あおもり食産業を守る獣医師確保・育成対策事業

夏の陸奥湾活ほたてがい提供促進事業

緊急やりいか増殖場機能回復事業

業務用加工食品利用拡大支援事業

ブランド化促進事業

「日本一健康な土づくり運動」推進事業

地域循環型新規需要米利用拡大事業

冬の農業生産体制強化事業

あおもり産野生きのこ安全性実証事業

震災被災地増殖場資源回復事業

あおもり食産業づくり推進事業

水産加工技術高度化事業

学校給食県産食材消費拡大事業

青森県物産振興協会運営事業

「青森の食の魅力」情報発信事業

活力ある米づくり総合支援事業

あおもりＥＶ・ＰＨＶ事業化促進事業

次世代環境自動車関連技術集積事業

風力発電事業導入支援資金利子補給費補助
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新 100,073 千円 観光国際戦略局

　

　北海道新幹線開業を契機に、周遊・滞在型観光客の誘致を促進す
るため、首都圏等からの観光客誘致を強力に促進する。

新 12,001 千円 観光国際戦略局

　韓国から一層の誘客を図るため、本県の安全・安心をＰＲすると
ともに、旅行商品の造成を促進する。また、リピーター対策、ヒー
リングプロモーションなど、個人旅行対策に取り組む。

新 2,759 千円 観光国際戦略局

　冬の八甲田山の魅力を伝えるコンテンツをバージョンアップする
ため、アンケートやヒアリングを行うとともに、八甲田ウォークの
期間延長の実証実験を行い、エージェント招へいやモニターツアー
の実施により効果を検証する。

新 4,505 千円 観光国際戦略局

　各地域県民局単位で設置する地域観光マーケティング会議を主体
として、観光コンテンツの開発・磨き上げ、普及・定着を図るとと
もに、新たな旅行商品の造成に取り組む。

新 9,131 千円 観光国際戦略局

新 8,658 千円 観光国際戦略局

新 9,035 千円 観光国際戦略局

新 24,840 千円 観光国際戦略局

新 5,456 千円 観光国際戦略局

8,848 千円 企画政策部

6,815 千円 農林水産部

24,079 千円 観光国際戦略局

5,258 千円 観光国際戦略局

1,904 千円 観光国際戦略局

4,803 千円 県土整備部

観光国際戦略局

73,905 千円 観光国際戦略局

9,360 千円 観光国際戦略局

6,469 千円 観光国際戦略局

6,860 千円 観光国際戦略局

新 7,149 千円 企画政策部

1,274 千円 総務部

185 千円 県土整備部

8,742 千円 観光国際戦略局

4,654 千円 観光国際戦略局

24,039 千円 観光国際戦略局

11,000 千円 観光国際戦略局

8,191 千円 観光国際戦略局

2,160 千円 観光国際戦略局

1,975 千円 観光国際戦略局

5,082 千円 観光国際戦略局

4,524 千円 観光国際戦略局

５　青森県の強みを生かした地域産業の振興

新 7,788 千円 商工労働部
　誘致企業による人財確保を支援するため、求人募集に際し、県に
よる地元新聞を活用した広告を行う。また、求人情報冊子を作成
し、県内の学校等に配布するとともに県のホームページを活用した
企業ＰＲを行う。

誘致企業人財力確保支援事業

観光客誘致情報発信戦略事業

東京オリンピック・パラリンピック開催効果調査検討事業

青森県・函館誘客促進プロモーション事業

名古屋地区誘客促進事業

観光マインドアップ事業

関西圏誘客促進強化事業

東アジア・ＡＳＥＡＮ向け情報番組制作事業

韓国人等誘客促進強化事業

冬の八甲田山の魅力発信強化事業

地域発・選ばれる観光商品づくり推進事業

インバウンド重点エリア誘客事業

冬季誘客拡大戦略事業

インバウンド立体観光推進事業

インバウンド受入環境整備促進モデル事業

青森グリーン・ツーリズム誘致促進事業

外国人観光客受入体制整備事業

青森県観光案内所運営事業

青森県観光情報ネットワークシステム運営事業

まるごとあおもりインフルエンサー獲得事業

十和田湖冬物語開催費補助

「あおもり冬紀行」推進事業

韓国人観光客誘致拡大事業

移住者受入態勢整備モデル事業

三陸ジオパーク推進事業

縄文遺跡群国営歴史公園化促進事業

観光コンテンツパワーアップ推進事業

あおもりツーリズム創発事業

戦略的観光コンテンツ強化事業

教育旅行魅力向上・誘致拡大事業

青函広域観光推進事業

クルーズ活用インバウンド推進事業
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新 28,428 千円 商工労働部

　産学官金連携、特に金融機関との連携強化による認定支援機関の
機能強化を図るとともに、競争的研究資金導入や他地域との技術
マッチングを促進することにより、県内中小企業の研究開発型企業
への転換を促進し、産業活性化及び新産業創出を図る。

新 11,483 千円 商工労働部

　中小企業等による知的財産を活用した事業展開を推進するため、
地域の知財人財育成、特許流通及び公設試験研究機関などの技術移
転促進による新商品開発支援、６次産業化への知財活用支援、知財
経営戦略構築及び実践モデル企業創出などにより新産業創出を図
る。

新 5,500 千円 県土整備部

　県内港湾を活用した建設資材の移出を促進するため、県内関連業
界の連携体制を構築するとともに、本県建設資材の流通拡大に向け
た取組を行う。

新 9,026 千円 観光国際戦略局

　東南アジアで開催される見本市へ出展して県内企業に商談機会を
提供するほか、ビジネスコーディネーターをタイ国で設置し、情報
収集などを行い、海外ビジネスのきっかけづくりを行う。

新 30,402 千円 商工労働部

　首都圏等におけるビジネスチャンスの獲得を契機とした本県中小
企業の更なる成長を促進するため、（公財）２１あおもり産業総合
支援センターにビジネスサポートステーションを設置し、専門アド
バイザーの配置、大手企業とのビジネスマッチング及び助成金な
ど、伴走型の販路開拓支援の充実・強化を図る。

新 6,155 千円 商工労働部

新 2,635 千円 企画政策部

新 3,856 千円 商工労働部

新 7,190 千円 商工労働部

新 3,669 千円 商工労働部

新 4,504 千円 県土整備部

新 2,456 千円 県土整備部

新 5,709 千円 エネルギー総合対策局

6,031 千円 商工労働部

2,131 千円 商工労働部

4,697 千円 商工労働部

4,101 千円 県土整備部

18,987 千円 観光国際戦略局

5,053 千円 観光国際戦略局

新 16,000 千円 総務部

新 7,295 千円 商工労働部

新 89,924 千円 商工労働部

新 38,200 千円 県土整備部

4,792 千円 企画政策部

6,285 千円 商工労働部

3,045 千円 商工労働部

29,176 千円 商工労働部

349,711 千円 商工労働部

93,578 千円 商工労働部

9,873 千円 商工労働部

7,613 千円 県土整備部

ビジネスにおける統計データ利活用推進事業

建設資材流通拡大検討事業

東南アジア販路開拓中小企業支援事業

働きたくなる建設業発信事業

あおもり産学官金連携強化支援事業

ＬＮＧ利活用産業事業化検討支援事業

誘致企業地域連携推進事業

青い森の建設新技術活用促進事業

あおもり知的財産戦略推進事業

伝統工芸価値再発見プロモーション促進事業

知的財産総合活用推進事業

知的財産事業展開促進事業

ロジスティクス推進事業

生業づくり推進事業

創業・成長産業推進金融対策事業費補助

新幹線開業効果活用型地域産業創出事業

建設業地域連携・地域貢献ビジネス創出事業

中華圏ビジネス重点支援事業

在住外国人活用拡大化推進事業

テレマーケティング関連産業振興事業

「売り上手あおもり」推進事業

ビジネスサポートステーション運営事業

建設産業新分野進出ブラッシュアップ事業

八戸港コンテナ貨物震災復興推進事業

ターゲット産業立地推進事業

青森県産業立地促進費補助

テレマーケティング関連産業立地促進費補助

自動車関連産業集積促進事業

あおもり元気企業販路拡大支援事業

機能性素材関連分野における商品開発力強化支援事業

むつ小川原港利活用戦略推進事業
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６　安定した雇用の確保と県民の活動を支える基盤の整備

新 4,166 千円 企画政策部

　青森空港と新青森駅や五所川原市等をつなぐ新しいアクセス手段
を確立するため、ＤＲＴ（需要応答型交通）の検討委員会を設置し
実証実験を行う。

新 15,331 千円 企画政策部
　青森・ソウル線の維持安定のため、海外乗継便としての活用促進
を図るほか、韓国の新たな魅力の情報発信に取り組む。また、草の
根交流・市民交流を促進し、基礎的な需要の確保・創出を図るとと
もに、県南地域におけるＰＲを行うことで、新たな需要の創出に取
り組む。

新 21,594 千円 商工労働部

　国の採択を受けて実施する「戦略産業雇用創造プロジェクト」を
推進するため、協議会を運営して地域内関係者のネットワークを構
築するとともに、事業統括者及び地域人材コーディネーターを配置
するなど、推進体制を整備する。

新 254,827 千円 商工労働部

　「戦略産業雇用創造プロジェクト」の一環として、食品・医療な
どの成長分野の製造業において、就職説明会開催による人財確保の
支援を行うとともに、企業が失業者を雇用して人財育成する事業に
対して支援する。

新 23,319 千円 商工労働部

　特に就職率の低い中高年齢者のセーフティネットとして、中高年
齢者就職支援センターの設置・運営及びパンフレットの作成により
早期再就職を促進する。

新 6,311 千円 企画政策部

新 2,410 千円 企画政策部

新 5,775 千円 企画政策部

新 11,982 千円 県土整備部

6,177 千円 企画政策部

23,521 千円 企画政策部

9,871 千円 企画政策部

11,099 千円 企画政策部

7,708 千円 企画政策部

12,592 千円 企画政策部

22,045 千円 商工労働部

91,905 千円 商工労働部

2,559 千円 商工労働部

4,436 千円 商工労働部

853,520 千円 商工労働部

6,199,671 千円 県土整備部

成長分野における人財確保育成事業

戦略産業雇用創造プロジェクト推進事業

中高年雇用対策重点事業

青森・ソウル線路線維持安定強化対策事業

便利な国内航空路線魅力発信・需要創出事業

青森・ソウル線安定需要創出事業

農業アプリモデル事業

青森空港アクセス実証事業

青森空港活性化推進事業

青い森鉄道周辺交通環境整備事業

青森・名古屋線利用強化事業

ジョブカフェあおもり運営・推進事業

新規学校卒業者県内就職促進事業

ＵＪＩターン人材誘致促進事業

離職者等再就職訓練事業

幹線道路ネットワーク整備事業

ＩＣＴによる電子情報利活用推進事業

青い森鉄道新需要創造事業

新時代ＩＴビジネス推進事業

λ （ラムダ）プロジェクト推進事業

国際定期便誘致・プログラムチャーター運航促進事業
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１　県民一人ひとりの健康づくりの推進

新 10,102 千円 農林水産部
　健康寿命・平均寿命延伸に向けた減塩対策として「だし」を活用
する食文化の定着と未利用農林水産物等の付加価値向上を図るた
め、「だしパック」を開発するとともに、だし活給食」の提供に向
けた、だしの取り方・活用教室の開催、「だし活レシピ」の作成等
の普及啓発を行う。

13,198 千円 健康福祉部

新 4,899 千円 農林水産部

新 6,544 千円 農林水産部

2,962 千円 健康福祉部

89,591 千円 健康福祉部

3,154 千円 健康福祉部

8,120 千円 健康福祉部

２　がんを知り、がんと向き合い、がんを乗り越えられるがん対策

新 5,849 千円 健康福祉部

　がん患者の苦痛の軽減と療養の質の向上のため、都道府県がん診
療連携拠点病院である県立中央病院で研究と実践が行われた「がん
性疼痛評価手法」について、がんによる痛みで困っている患者の除
痛率の向上などの成果を踏まえ、地域がん診療連携拠点病院を中心
に普及を図る。

4,298 千円 健康福祉部

26,500 千円 健康福祉部

5,594 千円 健康福祉部

8,047 千円 健康福祉部

2,059 千円 健康福祉部

56,000 千円 健康福祉部

2,000 千円 健康福祉部

３　質の高い地域医療サービスの提供

23,083 千円 健康福祉部

8,387 千円 健康福祉部

5,583 千円 健康福祉部

485,987 千円 健康福祉部

４　誰もが生き生きと安心して暮らせる環境づくり

新 2,635 千円 健康福祉部
　障害者の就労・雇用に対して広く県民に理解を求めるとともに、
障害者の地域における自立した生活の実現と一般就労への移行の促
進を図るため、障害者雇用経営フォーラムや事業所の経営者の経営
力向上に向けた研修会などを実施する。

4,801 千円 健康福祉部

9,816 千円 健康福祉部

1,634 千円 健康福祉部

15,109 千円 健康福祉部

味感を育む「だし活」事業

あおもり地域保健・医療・福祉総合推進事業

健康あおもり21推進事業

在宅緩和ケア地域連携事業費補助

地域医療支援センター事業

小児救急電話相談事業

小児救急医療支援実施事業運営費補助

ドクターヘリ運航事業

障害者就労継続支援事業所経営力向上支援事業

認知症地域支援体制構築推進事業

認知症対策普及支援事業

喫煙対策推進事業

がん診療連携拠点病院機能強化事業

がん性疼痛評価手法普及事業

がん対策に係る体制強化促進事業

がんに負けない戦略的がん対策推進事業

がん情報提供システム運営事業

青森県がん罹患等調査事業

健康あおもり21ステップアップ県民運動推進事業

次代へつなげるあおもり食育県民運動充実事業

あおもり食育サポーター活動推進事業

自殺対策緊急強化事業

地域自殺予防情報センター運営事業

　戦略キーワード
　②命と暮らしを守る環境づくり

【事業数91、事業費3,329,157千円】
　県民の命と暮らしを守るため、安全で安心して暮らすことができる環境づくりを進めていく必要があり
ます。
　そのため、保健・医療・福祉サービスの充実と質の確保、防災対策の充実、安全な生活を営むために必
要な防犯や事故防止対策などに引き続き取り組みます。

認知症介護実践者等養成事業

認知症疾患医療センター運営事業
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2,859 千円 健康福祉部

1,218 千円 健康福祉部

4,601 千円 健康福祉部

５　安心して子どもを産み育てられる環境づくり

新 5,498 千円 健康福祉部

　児童虐待の早期発見・早期対応のため、市町村要保護児童対策地
域協議会での計画的な支援・ケースマネジメント研修や、地域で子
どもに関わる関係職員への研修を実施する。
　また、被措置児童等への虐待の再発防止及び予防のため、施設職
員に対する研修を実施する。

408,206 千円 健康福祉部

109,523 千円 健康福祉部

22,097 千円 健康福祉部

4,583 千円 健康福祉部

5,486 千円 健康福祉部

６　原子力施設の安全確保対策と原子力防災対策の推進

268,374 千円 環境生活部

2,190 千円 環境生活部

53,328 千円 環境生活部

117,440 千円 環境生活部

30,174 千円 環境生活部

21,046 千円 環境生活部

７　災害や危機に強い人づくり、地域づくり

新 6,044 千円 企画政策部
　災害発生等の緊急時における県民のＩＣＴ利活用に関する知識の
向上等を図るため、情報で地域を支える人財育成や緊急時の情報利
活用の普及促進を行うとともに、高齢者等の情報力強化を行う。

新 25,214 千円 県土整備部
　防災公共推進計画の基になった危険箇所等台帳や防災・災害情報
等を共有し、同計画のフォローアップとともに、県民へ防災・災害
情報を提供するシステムを構築する。

新 11,905 千円 農林水産部

新 5,479 千円 農林水産部

新 55,375 千円 県土整備部

新 18,955 千円 総務部

新 2,100 千円 農林水産部

新 25,715 千円 県土整備部

新 6,610 千円 県土整備部

8,442 千円 企画政策部

79,890 千円 総務部

2,963 千円 総務部

3,671 千円 総務部

489 千円 環境生活部

54,841 千円 健康福祉部

3,443 千円 健康福祉部

5,309 千円 健康福祉部

1,744 千円 健康福祉部

16,968 千円 農林水産部

658,000 千円 県土整備部

15,429 千円 県土整備部

30,066 千円 県土整備部

家畜伝染病危機管理機能高度化事業

農地等融雪災害対策支援事業

川の防災安全総合対策事業

海岸防災林再生クロマツ苗早期育成事業

防災公共・災害情報提供システム構築事業

県外避難者総合支援対策事業

東北四県・東日本大震災復興フォーラム開催等事業

港湾における防災・減災対策事業

下北地域広域避難路確保対策事業

新型インフルエンザ等対策推進事業

災害時保健・医療・福祉提供体制強化事業

放課後子どもプラン推進事業費補助

ひとり親家庭等の在宅就業支援事業

原子力施設環境放射線等監視事業

難病医療ネットワーク運営事業

児童虐待防止対応力アップ事業

災害時要援護者支援体制強化事業

津波災害に負けない漁港の減災プロジェクト事業

河川堤防耐震性能照査事業

自主防災組織育成強化特別推進事業

消防団員確保対策事業

緊急時安全安心情報サービスモデル事業

男女の視点を活かした地域防災普及啓発事業

抗インフルエンザウイルス薬更新事業

津波災害警戒区域指定に関する基礎調査事業

青森空港ＢＣＰ策定事業

高次脳機能障害支援普及事業

共生社会づくり推進事業

緊急時対策調査・普及等事業

原子力施設に係る安全確保対策事業

緊急時連絡網整備事業

防災活動資機材等整備事業

発達障害者支援センター運営事業

発達障害者支援体制整備事業

発達障害者支援体制促進事業

モニタリング等広報事業

いつでも安心「情報力」強化推進事業
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８　安全・安心で快適に暮らせる生活環境づくり

新 9,357 千円 警察本部

　今後増加が見込まれる高齢運転者に対する交通事故抑止対策とし
て、有識者の監修に基づく高齢運転者対象の運転診断を柱とした交
通安全教室を行うとともに、運転免許自主返納の支援に向けた取組
を推進する。

新 1,714 千円 企画政策部

新 19,840 千円 企画政策部

新 9,800 千円 環境生活部

新 2,528 千円 警察本部

4,496 千円 環境生活部

7,195 千円 県土整備部

4,198 千円 警察本部

4,472 千円 警察本部

2,068 千円 警察本部

新 8,212 千円 健康福祉部

新 4,083 千円 健康福祉部

新 1,510 千円 警察本部

1,305 千円 総務部

27,108 千円 企画政策部

58,000 千円 環境生活部

69,408 千円 環境生活部

25,000 千円 健康福祉部

6,415 千円 健康福祉部

934 千円 健康福祉部

8,252 千円 健康福祉部

12,538 千円 健康福祉部

2,957 千円 健康福祉部

3,632 千円 健康福祉部

4,711 千円 健康福祉部

21,487 千円 農林水産部

3,833 千円 農林水産部

98,907 千円 県土整備部

3,970 千円 警察本部

食の安全を担う獣医師確保対策事業

「未来につなごう」エコ＆セーフティドライブ促進事業

風しん抗体検査事業

「未来への架け橋」子どもの交通安全推進事業

シルバー・カーライフ支援事業

安全・安心地域力定着推進事業

消費者行政活性化事業

多重債務者対策事業

県産農畜産品の安全確保対策事業

流通食品安全対策重点事業

食品の放射性物質検査事業

反射材着用による交通安全推進プロジェクト事業

少年非行防止「心のレベルアップ」事業

あおもり方式住宅普及推進事業

地域の絆による犯罪抑止対策事業

子どもと女性のセーフティ対策事業

性暴力被害者総合支援事業

感染症発生動向調査事業

ＤＶ被害者等総合支援事業

ＤＶ防止広報事業

地域生活定着支援事業

被災者住宅再建支援事業費補助

バス交通網再編促進事業

地域を支える青い森鉄道線維持最適化事業

県産農林水産物放射性物質調査事業

牛海綿状脳症対策事業

食の信頼確保推進事業

県税クレジット収納事業

生活交通バス車両緊急整備事業費補助
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１　自然との共生と暮らしを育む環境づくり

新 4,124 千円 農林水産部

新 1,581 千円 農林水産部

新 4,391 千円 農林水産部

8,169 千円 農林水産部

2,446 千円 農林水産部

4,300 千円 県土整備部

新 2,910 千円 環境生活部

新 540,649 千円 農林水産部

1,504 千円 環境生活部

1,412 千円 環境生活部

16,851 千円 農林水産部

1,240 千円 農林水産部

4,638 千円 農林水産部

15,378 千円 農林水産部

119,200 千円 農林水産部

２　県民みんなでチャレンジする低炭素・循環型社会づくり

新 7,335 千円 環境生活部

　民生（家庭・業務）部門の地球温暖化対策を進めるため、家庭で
のエコ活動に関する画像・動画コンテストや節電チャレンジ、体験
教室等により環境配慮行動に取り組む県民を拡大するとともに、認
定・表彰制度の拡充により県民の取組を強化する。

新 5,347 千円 環境生活部

　全国と比較して低迷している本県のごみの減量化やリサイクル率
を向上させるため、紙類・衣類・小型家電・食品廃棄物に着目し、
市町村や県民が継続して取り組むことができる環境づくりを進め
る。

新 6,120 千円 県土整備部

3,895 千円 環境生活部

9,881 千円 環境生活部

4,136 千円 環境生活部

1,725 千円 農林水産部

3,983 千円 エネルギー総合対策局

新 1,419 千円 教育庁

新 70,777 千円 健康福祉部

1,340 千円 環境生活部

1,995 千円 環境生活部

10,936 千円 環境生活部

2,547,626 千円 環境生活部

34,458 千円 健康福祉部

2,025 千円 農林水産部

161,620 千円 警察本部

214,085 千円 教育庁

78,680 千円 教育庁

「県民環境林」スタート・プロジェクト推進事業

間伐バリバリ推進事業

未利用資源等リサイクル促進事業

未来につながる公共牧場活用推進事業

あおもりエコアクション拡大・強化事業

下北半島ニホンザル保護共生対策管理事業

岩木川上流域ニホンザル保護管理対策事業

白神山地エコツーリズム資源可能性調査事業

あおもりエコ農業技術普及拡大事業

環境保全型農業直接支払交付金事業

多面的機能支払事業

里地里山・田園保全再生事業

環境公共を支える低コスト化技術促進事業

青森港賑わいと潤いのある親水空間創出事業

　戦略キーワード
　③人と自然が共生した低炭素・循環型社会づくり

　低炭素・循環型社会、自然共生社会の実現に向けて、ごみの減量やリサイクルなどの３Ｒ活動や、省エ
ネルギー対策などに取り組みます。
　また、省エネや３Ｒなどと環境のつながりを意識しながら、親子が一緒に、環境について実践的かつ継
続的に学習できる環境づくりを進めます。

【事業数39、事業費3,905,876千円】

中小企業の省エネ型事業モデル創出・普及促進事業

低炭素型交通社会づくり促進事業

あおもりの木販売促進総合対策事業

松くい虫被害予防総合対策事業

ナラ枯れ被害防止対策事業

青森県型ＬＥＤ道路照明推進事業

ごみ処理最適化事業

県立学校再生可能エネルギー等設備整備事業

県総合学校教育センター再生可能エネルギー等設備整備事業

新青森県総合運動公園マエダアリーナ再生可能エネルギー等設備整備
事業

森の再生可能エネルギー導入促進事業

グリーン電力証書活用太陽光発電普及拡大支援事業

再生可能エネルギー等導入推進事業

弘前地区健康福祉庁舎建築事業

県立医療療育センター再生可能エネルギー等設備整備事業

警察施設再生可能エネルギー等設備整備事業

青森県地球温暖化対策推進計画進行管理等事業

ごみゼロあおもり普及啓発事業

リサイクル製品認定推進事業

あおもり型稲わら有効活用推進事業
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３　あおもりの環境を次世代へつなぐ人づくりと仕組みづくり

5,301 千円 環境生活部

219 千円 環境生活部

1,714 千円 環境生活部

834 千円 環境生活部

1,632 千円 教育庁

親子で目指すエコの達人育成事業

環境活動推進事業

環境出前講座実施事業

県立学校エコスクールモデル推進事業

環境マネジメントシステム普及推進事業
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１　あおもりの未来をつくる人財の育成

新 9,488 千円 教育庁
　国際的に活躍する講師による講演会等と県内及び海外での体験型
英語研修を一連の取組として実施することにより、高校生のグロー
バルな志の育成と英語力を含めたコミュニケーション能力などの向
上を図り、グローバル社会で活躍できる人財を育成する。

新 10,897 千円 教育庁

　新たな情報・通信機器によるいじめなどの問題行動への対応が求
められており、こうした問題行動の未然防止、早期発見・早期対応
のため、いじめ予防に関する取組事例集の作成、スクールソーシャ
ルワーカーやソーシャルメディア等監視員の配置などに取り組む。

新 10,670 千円 教育庁

　学校、家庭、地域の企業等との連携による地域の特色を生かした
キャリア教育を展開するため、企業等の教育支援プログラムの開発
支援、キャリアノートを活用した実践研究、社会教育施設等におけ
るキャリア教育モデル事業などに取り組む。

新 3,912 千円 企画政策部

新 2,814 千円 商工労働部

新 4,746 千円 教育庁

7,019 千円 企画政策部

4,358 千円 環境生活部

4,560 千円 教育庁

2,530 千円 教育庁

3,552 千円 教育庁

新 8,803 千円 総務部

新 775 千円 教育庁

新 4,478 千円 教育庁

新 472,482 千円 教育庁

新 370,290 千円 教育庁

3,000 千円 総務部

4,385 千円 企画政策部

2,065 千円 環境生活部

8,201 千円 環境生活部

301 千円 環境生活部

3,644 千円 観光国際戦略局

20,129 千円 観光国際戦略局

16,805 千円 教育庁

5,412 千円 教育庁

6,039 千円 教育庁

4,226 千円 教育庁

2,858 千円 教育庁

2,842 千円 教育庁

3,395 千円 教育庁

584,352 千円 教育庁

22,085 千円 教育庁

豊かな心をはぐくむパーソナルコミュニケーション事業

学習状況調査事業

高校生のキャリアづくり応援事業

中学生英語力育成事業

進学力を高める高校支援事業

私立高校生震災復興支援費補助

命を大切にする心を育む県民運動推進会議・フォーラム開催事業

命を大切にする心を育む絆プロジェクト事業

問題を抱える子ども等の自立支援事業

いじめ対策事業

いじめ防止対策学校実践研究事業

高校生による震災復興支援事業

未来創出りんごプロジェクト事業

子ども・若者育成支援推進事業

あおもりっ子育みプラン21実施事業

医師を志す高校生支援事業

いじめ防止対策学校支援事業

私立学校耐震診断促進事業費補助

県立学校屋内運動場天井等落下防止対策事業

県立学校長寿命化・重点改良事業

「夢のカタチ」形成事業

　戦略キーワード
　④ふるさとに誇りを持ち、未来を切り拓く人づくり

　人口減少、少子化、高齢化など、社会構造の変化の中にあって、青森県の未来を創造する人財育成の取
組をさらに進める必要があります。
　そのため、変化する社会に対応し、豊かな心と郷土に誇りを持ち、グローバルに活躍したり、自立して
生きられる人財の育成や、意欲ある若者や女性などが農林水産業やものづくり産業などの分野において育
ち、地元で活躍できる仕組みづくりを進めるとともに、人財のネットワークづくりに取り組みます。
　また、本県固有の文化や芸術、スポーツなどを活用し、地域活性化の一助となる取組を進めます。

【事業数83、事業費5,682,297千円】

グローバルな志の育成事業

よくわかる青い森鉄道の仕事発信事業

みんなで育む子どもの創造する科学推進事業

外国青年招致事業

国際交流員招致事業

子ども・若者育成支援総合ネットワーク強化事業

地域の教育力によるたくましい高校生育成事業

語学指導を行う外国青年招致事業

いじめ防止対策推進事業

あおもりで「生きる・働く」を学ぶキャリア教育実践事業

ドリカム人づくり推進事業
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943 千円 教育庁

79,866 千円 教育庁

986,345 千円 教育庁

1,655,383 千円 教育庁

52,049 千円 教育庁

924 千円 教育庁

9,133 千円 教育庁

49,048 千円 教育庁

２　あおもりの今をつくる人財の育成

新 9,320 千円 企画政策部

　青森ブランド発掘県民会議における青森ブランドの掘り起こし
や、究極の青森ブランドである「ザ・青森ブランド」を選考する。
県民フォーラムを開催することで、県民の青森ブランドに対するイ
メージ形成や自ら青森ブランドを発信する意識の醸成を図る。

新 25,086 千円 商工労働部

　ものづくりを支える成長分野の技術者の育成や、経営基盤維持の
ための経営者の育成を行うとともに、地元のものづくり企業や製
品、技術を子どもたちに理解してもらうための企業探求ツアーや高
校生のものづくりインターンシップの実施など、青森県の将来を担
うものづくり人財の育成を行い、本県ものづくり産業の強化を図
る。

新 8,586 千円 企画政策部

新 21,109 千円 企画政策部

新 6,555 千円 企画政策部

新 5,404 千円 農林水産部

新 2,826 千円 農林水産部

新 5,555 千円 農林水産部

2,049 千円 企画政策部

3,000 千円 企画政策部

4,155 千円 教育庁

3,163 千円 教育庁

4,643 千円 環境生活部

1,012 千円 農林水産部

4,099 千円 環境生活部

新 235,529 千円 農林水産部

新 127,100 千円 農林水産部

3,478 千円 企画政策部

4,301 千円 企画政策部

5,516 千円 商工労働部

12,873 千円 商工労働部

1,697 千円 商工労働部

1,185 千円 農林水産部

5,658 千円 農林水産部

1,520 千円 教育庁

637 千円 教育庁

県立学校校舎等建築調査設計事業

農業経営者育成教育レベルアップ推進事業

パワフルＡＯＭＯＲＩ！創造塾開催事業

県立学校開放事業

庁内寺子屋プロジェクト推進事業

地域連携型起業家創出事業

ものづくり人財育成支援事業

連携促進型地域コミュニティビジネス支援人財育成事業

農地有効活用情報発信事業

農地中間管理機構事業

機構集積協力金交付事業

地域創発人財育成事業

営農大学校新規就農者特別支援事業

元気な浜の未来構築事業

学校発、地域とのつながり形成事業

女性の活躍応援事業

あおもり農地有効活用促進事業

農業経営力アップ緊急支援事業

ＮＰＯ活動基盤強化支援事業

人口減少に対応した地域活力創造事業

「グローバル人財養成セミナー」開催事業

「ものづくりは人づくり」推進事業

地域で考え行動する公民館機能活性化事業

「あおもりポテンシャルビュー」構築事業

高校生の就職総合支援プロジェクト事業

高大連携キャリアサポート推進事業

「奥入瀬サミット」プレミアムネットワーク強化事業

地域の教育力による学校支援活動推進事業

放課後子ども教室推進事業

ウェブコミュニケーション推進事業

特別支援学校就職促進事業

県立学校校舎等建築事業

県立学校大規模改修事業

青森県基本計画「青森ブランド」普及促進事業
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３　あおもりの今と未来をつくる文化・スポーツの振興

新 6,407 千円 教育庁

　優れた運動能力を有するジュニア選手を選考し、スポーツ科学を
活用したトレーニング等を実施することにより、将来のトップアス
リートとなるための資質向上を図るほか、国体検討懇話会を設置
し、本県の国体開催の是非について検討を行う。

新 24,819 千円 企画政策部

新 8,910 千円 環境生活部

新 13,461 千円 観光国際戦略局

新 8,690 千円 観光国際戦略局

新 2,084 千円 教育庁

新 20,915 千円 教育庁

新 7,271 千円 教育庁

2,707 千円 観光国際戦略局

12,118 千円 観光国際戦略局

6,692 千円 観光国際戦略局

42,572 千円 教育庁

新 104,561 千円 企画政策部

904 千円 環境生活部

14,800 千円 環境生活部

349,087 千円 県土整備部

105,439 千円 教育庁

ファッション産地あおもり推進事業

ＪＯＭＯＮ世界遺産ＰＲ事業

陸上競技場建築事業

豊かな自然・文化遺産を活用するデジタル郷土館事業

屋内スケート場整備促進事業

県美サウスサイド活性化事業

芸術文化出前教室開催事業

地域が持つスポーツ資源の育成・活用事業

競技スポーツ活性化事業

美術館まるごと小劇場展開事業

青森ＥＡＲＴＨアートプロジェクト事業

日韓パフォーミングアーツ新コンテンツ戦略事業

ＪＯＭＯＮ世界遺産登録推進事業

アレコ青函ソウル共感力創造事業

縄文ムーブメント拡大事業

芸術文化でひらくあおもり未来づくり事業

競技力向上事業費補助
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　地域別計画推進事業等

(再掲) 新 12,088

　北海道新幹線奥津軽（仮称）駅開業効果の最大限の獲得に向け、これまで
発掘・磨き上げを行ってきた地域資源の活用を本格的に具体化するための実
証実験や、ＰＲイベントの開催に取り組むとともに、平成27年度の早期に総
合的な情報発信を行うための準備（素材収集）等を行う。

新 9,867 千円

　青森港周辺の賑わいづくり等のため、新たなイベントの掘り起しや観光施
設間の連携を促進する仕掛けを検討する委員会を創設し、青森港の情報発信
や各エリアにおけるイベント等を開催するほか、親水空間の利活用に関する
可能性調査等に取り組む。

(再掲) 新 3,435 千円

(再掲) 新 3,035 千円

新 3,000 千円

4,139 千円

3,243 千円

2,561 千円

1,768 千円

(再掲) 新 3,586

　アップルマラソンを始めとした多くのスポーツイベントや、運動による健
康づくりに取り組むＮＰＯ法人の活発な活動など、中南地域の特長を生かし
た、ランニングなどのコースマップの作成や各種イベントの開催を通して、
楽しみながら健康増進に取り組む気運の醸成を図るとともに、県内外からの
誘客に取り組む。

新 3,989

　コト消費（価値ある時間の消費）需要に対応するため、コト消費事業（社
会貢献型の事業を含む。）の体験・従事により起業家第２世代を育成すると
ともに、新たな事業の創出を図る。

新 3,475

新 3,655

新 3,731

新 3,257

新 3,078

2,162

1,947

2,523

1,889

北海道新幹線「奥津軽駅」開業に向けた戦略展開事業 千円

北海道新幹線「奥津軽駅」開業効果に向けた観光拠点化モデル事業

　①　東青地域県民局

「津軽海峡本まぐろ」の漁獲アップ・高活用化事業

新賑わい都市空間（青森港）創出事業

中南地域ものづくり企業間取引サポート事業 千円

　②　中南地域県民局

中南地域街歩き観光コンテンツ生業化促進事業 千円

若者からの青森学発進事業

東青地域温泉活用生業の芽づくり推進事業

道南と津軽・夏泊・下北半島との連携促進事業

上磯地域のグリーン・ブルー・ツーリズム促進支援事業

日本一のりんご産地を雪害から守る「地域力」確立事業 千円

ラン＆バイクで健康増進観光推進事業 千円

津軽手わざ職人生業促進事業 千円

コト消費起業家創出支援モデル事業 千円

「伝統野菜」活用促進事業

「わんどの木育」普及推進事業 千円

千円

千円

千円

千円

未来へつなぐ中南地域食と農を育む支援事業

「つがるの桃」全国展開支援事業

中南地域ワカモノ温泉旅促進事業

白神の食めぐり観光促進事業

（１）地域別計画推進事業
　青森県基本計画未来を変える挑戦では、この計画に記載した全県的な動向や政策の方向性を踏まえつ
つ、各地域が置かれている状況や地域資源の特性を捉え、地域としてのめざす姿やその実現に向けた取
組の方向性を示した地域別計画を策定しており、各地域県民局はその実現に向けた取組を積極的に展開
していきます。
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新 3,043

　管内企業の若手経営幹部を対象に、企業の経営革新につながるような内容
の研修（朝会）等を開催して、参加企業の経営イノベーションを促進すると
ともに、異業種間のネットワークを拡大する。

新 2,911

　三八地域の地域材の活用促進のため、地域材を有効に活用できる技能を
持った大工・工務店の育成と、消費者に向けた活用促進ＰＲを実施する。

新 2,922

新 1,582

新 2,050

(再掲) 新 2,287

3,467

1,901

2,440

新 6,435

新 1,813

新 14,303

新 9,208

新 3,150 千円

10,703

(再掲) 新 11,844

　北海道新幹線奥津軽（仮称）駅開業効果を最大限に獲得するため、津軽半
島北部における観光コンテンツの掘り起しと磨き上げ、モデルコースの検
討、地元ならではの視点からのＰＲ・情報発信等を行う。

新 1,472

　地域農業の担い手となる大規模稲作経営体の更なる経営規模拡大を支援す
るため、先導的大規模稲作経営体をモデルに、直播栽培を核とした「西北型
水稲省力・低コストモデル実証ほ」を設置し、地域に合った栽培技術体系の
実証を行い、普及を図る。

(再掲) 新 2,204

(再掲) 新 4,968

(再掲) 新 2,666

新 1,537

新 1,855

西北トッププレーヤーズ育成環境整備事業 1,836

白神山地の恵み活用による食農観光連携事業 4,146

西北地域６次産業化コンソーシアム構築事業 2,367

未利用ナラ類有効活用モデル事業 1,063

五感で楽しむ白神ニューツーリズム推進事業 4,418

　③　三八地域県民局

三八地域ものづくり企業「革新力」ステップアップ事業 千円

三八の人にやさしい野菜生産推進事業 千円

三八地域金属接合技術高度化事業 千円

三八地域ＩＴ企業・ものづくり企業ネットワーク構築事業 千円

千円

三八地域次世代ものづくり地場産業育成事業

県南地域障害者農業就労加速事業

しじみ資源の増大による小川原湖水質改善事業

三八地域ものづくり企業情報発信力強化事業

千円

④　西北地域県民局

北海道新幹線開業に向けた津軽半島北部エリア観光推進事業 千円

三八地域和牛の郷づくり事業 千円

「三八地域材活用住宅」シェア拡大事業 千円

千円

感動を呼ぶ着地型旅行商品創出事業

三陸復興国立公園の新たな魅力発信事業

地域の力で創る八戸広域観光事業

地域団体ステップアップ事業

千円

千円

千円

千円

千円

西北型大規模稲作経営確立のための省力・低コスト技術体系定着事業 千円

西北型空き家予防・利活用システム検討事業 千円

千円

西北地域環境活用型健康づくり応援事業 千円

三八地域エネルギー活用復興推進事業 千円

西北地域自給飼料増産型肉用牛繁殖経営確立事業 千円

日本海地区さけ早期群造成実証試験事業 千円

おいしい空気でおもてなし推進事業 千円

千円

千円

千円
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新 3,080

　休屋地区会における今後の十和田湖の活性化策の取組に弾みをつけるた
め、地域住民による十和田湖歴史的・文化的魅力「再整理」検討会等を開催
し、新たな魅力を体験できるルートを作成するほか、地域住民が観光客へ案
内する際のマニュアルとしても活用できるガイドブックを制作し、情報発信
を行う。

(再掲) 新 1,080

　農業後継者の配偶者対策を効果的に進めるため、地域ハッピーライフ推進
協議会を設立し、新たに認定するマッチングサポーターが地域連携や後継者
支援を行うほか、独身農業者自らが魅力ある農業、農産物を活用したフィー
ルド体験等を企画運営し、出会いの感動や農業･農村のすばらしさをアピール
する。

(再掲) 新 3,162

新 2,504

新 3,079

新 1,230

(再掲) 新 1,742

1,464

791

2,087

新 3,407

　平成27年度の北海道新幹線開業を見据え、海上航路による観光客を対象と
する受入態勢を強化するなど、台湾人観光客をメインターゲットとしたイン
バウンド対策に取り組む。

新 2,428

　創意と工夫により全国的にも話題となるユニークな活動を行ってきた下北
地域において、地域づくり活動を維持・発展させるため、地域づくりへの関
心を持つ若手人財の発掘・育成及び活躍の場づくりや、一体感を持った地域
づくりのための下北弁活用可能性調査を行う。

(再掲) 新 14,033

新 861

新 11,869

(再掲) 新 3,013

1,383

844

918

3,757

707 千円

260,000 千円

（２） 地域の元気支援事業

　地域特性を生かした地域づくり等を支援するため、市町村が自発的、主体的に実施する
事業に要する経費について助成する。

下北スギ間伐材利用キノコ生産モデル事業

かさまい下北海の幸づくり推進事業 千円

船上からつなぐ下北水産物高品質化推進事業 千円

てっぺん下北畜産若手連携支援事業 千円

下北地域づくり人財育成等事業 千円

下北地域健康なまちづくり事業

⑥　下北地域県民局

台湾から来さまい下北推進事業

千円

千円

千円

千円

想入れ短角牛肉生産推進事業

健康な牛を育む公共牧場活用推進事業

道南地域からの上北地域誘客促進事業

下北農林水産業連携ビジネス定着支援事業

下北地域繁殖経営向上対策事業

下北クマハギ被害対策事業

下北「海の道」魅力発信事業

千円

千円

上北地域若手農業者ハッピーライフ推進モデル事業 千円

次世代野菜産地プロデュース事業 千円

明日を生きる力アップ事業 千円

上北そばの「地産地食」推進事業 千円

千円

千円

千円

体感する小川原湖推進事業 千円

カメラ女子による上北魅力発信事業 千円

⑤　上北地域県民局

十和田湖歴史・文化再発見事業 千円
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λ（ラムダ）プロジェクト関連経費の概要（平成 26年度当初予算案） 

□λ（ラムダ）プロジェクト 

平成 27 年度末の北海道新幹線開業を契機として、本県全域と道南地域を一つの圏域と

する「津軽海峡交流圏」の形成を目指す取組。 

□今回計上額 33事業 329,254 千円  

 ◇新規事業に係る経費 23事業 294,350 千円 

 ◇継続事業に係る経費 10事業  34,904 千円 ※青森県特別保証融資制度貸付金を除く。 

 

※以下は、取組の視点ごとに主な事業費を掲載。 

１）滞留時間の拡大 

○「奥津軽駅」二次交通等整備促進事業費（企画政策部）11,867千円 

○青函連携「食と観光」タイアップキャンペーン事業費（農林水産部）7,300千円 

○観光おもてなしブラッシュアップ事業費（観光国際戦略局）11,431千円 

○青森県・函館誘客促進プロモーション事業費（観光国際戦略局）100,073千円 

○青函サイクル・ツーリズム魅力発信事業費（観光国際戦略局）7,740千円 

○北海道新幹線「奥津軽駅」開業に向けた戦略展開事業費（東青地域県民局）12,088千円 

○北海道新幹線開業に向けた津軽半島北部エリア観光推進事業費（西北地域県民局）11,844千円 

 

２）一体感の醸成 

○青森県基本計画「青森ブランド」普及促進事業費（企画政策部）9,320千円 

○つながる県民プロジェクト事業費（企画政策部）4,447千円 

○縄文ムーブメント拡大事業費（企画政策部）24,819千円 

○「あおもりポテンシャルビュー」構築事業費（企画政策部）6,555千円 など 

 

３）北海道との連携 

○道南の生徒への青森の魅力発信事業費（総務部）8,242千円 

○津軽海峡フリーパス構築事業費（企画政策部）1,670千円 など 

 

４）交流圏の情報発信 

○北海道新幹線「奥津軽駅」開業プロモーション事業費（企画政策部）12,432千円 

 


