
（単位：千円）

事業数 金額

60 3,477,457

40 3,180,802

災害に強いあおもりづくり 16 833,324

美しいふるさとを次代に引き継ぐ取組の強化 24 2,347,478

20 296,655

エネルギーのベストミックスに向けた関連産業の創出・育成 16 272,916

環境変化に対応した産業振興 4 23,739

127 2,764,431

68 1,994,102

人口減尐社会を見据えた地域の元気づくり 28 388,488

地域産業を支える人財育成 10 106,580

あおもりの未来を担う人財育成 30 1,499,034

59 770,329

あおもりの魅力発信 12 163,671

国内誘客の促進 13 176,648

あおもり縄文ファンの拡大 5 93,439

アジアとの交流促進 14 153,853

安全・良質な青森県産品の発信 15 182,718

76 6,674,940

地域産業の活性化 33 5,673,952

農商工連携による食産業のステップアップ 11 80,767

食産業を支える販売・生産体制の強化 32 920,221

83 5,633,914

健康力の向上 23 1,612,660

健やか子ども支援 13 878,902

就労支援 12 1,233,391

安全・安心な生活環境づくり 35 1,908,961

戦略キーワード計 346 18,550,742

東青地域県民局 7 27,401 西北地域県民局 9 27,041

中南地域県民局 6 19,006 上北地域県民局 8 20,782

三八地域県民局 13 74,032 下北地域県民局 12 18,965

55 187,227

1 300,000

402 19,037,969

平成24年度未来への挑戦推進事業

戦略キーワード１　暮らしと産業の復興・創生

戦略キーワード２　発進、青森力

戦略キーワード３　雇用の創出・拡大

（１）次代につなぐ暮らしの創造

（２）震災をバネとする産業振興

（１）人財育成と地域力再生

（２）国内外に情報発信

戦略キーワード４　あおもり型セーフティネット

計

市町村元気事業

地域別計画推進事業計

 青森県基本計画未来への挑戦では、めざす姿の実現に向けて、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２４年度は４つの戦略キーワードにより政策・施策の選択と集中を図ります。 
 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。 

資料３ 



（１）次代につなぐ暮らしの創造

災害に強いあおもりづくり

【防災公共関連推進事業】 （単位：千円）

新 地震・津波防災対策事業 53,000 総務部

新 農林漁業施設等防災機能強化事業 15,950 農林水産部

防災公共推進事業 43,900 県土整備部

新 津波防災マップ・避難計画策定支援事業 33,430 県土整備部

新 避難所防災機能強化推進事業 115,600 総務部、
教育庁

新 こころを一つにする絆づくり推進事業 5,002 教育庁

新 津波警報等収集伝達システム改修事業 51,011 総務部

新 復興ビジョン推進費 22,000 総務部

新 「東日本大震災」記録誌等作成事業 10,000 総務部

新 県民の緊急時「情報力」強化事業 6,909 企画政策部

新 男女共同参画地域防災体制づくり事業 4,055 環境生活部

新 災害時栄養・食生活支援事業 1,501 健康福祉部

新 災害に強いあおもり企業育成事業 4,787 商工労働部

新 商店街と地域住民による防災力アップ事業 2,712 商工労働部

新 下北地域広域避難路確保対策事業 460,000 県土整備部

災害に強いまちづくり・ひとづくり事業 3,467 総務部

　将来の防災対策への反映や県民の防災意識の向上を図るた
め、地震動や液状化に関するデータの収集、解析等を行うとと
もに、地震や津波による被害規模を検討する。

　戦略キーワード１　暮らしと産業の復興・創生

【事業費 3,477,457千円】
　東日本大震災からの復興に当たっては、社会状況の変化を捉えながら、県民の暮らしと本県産業の両
面で、更なるレベルアップを図り、新たな青森県を創り上げる必要があります。
　暮らしの分野では、震災により省エネや防災に対する意識が高まっていることを捉え、災害に強く、
美しいふるさとを次代に引き継ぐ観点から、今一度県民の暮らしを見直し、必要な取組の強化・加速化
に取り組みます。
　また、産業分野では、震災により注目されている再生可能エネルギー関連産業の推進に取り組むとと
もに、震災後の環境変化に的確に対応し、次代を見据えた産業振興を図ります。

　震災を踏まえ、県民の生命と財産を守るため「防災公共」をはじめとする地震・津波等による災害へ
の対策を進めるほか、企業・商店街などが災害時においても機能するよう、事業継続計画の策定を支援
する。

　避難路・輸送路としての既設農林道の防災機能の評価及び大
規模ため池の安全性の検証などを行う。

　日本海側及び陸奥湾内を対象とした津波シミュレーションの
実施や浸水予想図の作成を行う。

　孤立集落の解消策としての臨時ヘリポートの候補地の選定、
有事の際に迅速かつ的確に対応するための応急仮設住宅候補地
の調査及び市町村と一体となった防災公共推進計画を策定す
る。

　災害に対応できる地域社会を形成するため、ボランティア精
神の大切さを学ぶセミナーの開催や、公民館機能を強化するた
めのモデル事業を実施する。

　避難所の防災機能の強化と県立学校における非常時に最低限
必要な機能の維持を図るため、市町村が行う可搬式の非常用電
源の整備に対する支援等を行う。
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美しいふるさとを次代に引き継ぐ取組の強化

（単位：千円）

新 エネルギーリスク緊急対策・省エネ設備等導入促進事業 17,082 環境生活部

新 家庭の消費電力見える化・省エネ促進事業 5,845 企画政策部、

環境生活部

新 再生可能エネルギー等導入推進事業 2,010,000 環境生活部

新 あおもりエコアクション推進事業 4,500 環境生活部

新 環境活動推進事業 285 環境生活部

新 事業系食品残さリサイクル推進事業 3,211 環境生活部

新 県外産業廃棄物広域移動影響調査事業 10,233 環境生活部

新 青い森カーボン・オフセット普及推進事業 3,355 農林水産部

新 青い森づくりモデル団地支援事業 5,113 農林水産部

新 岩木川水域流域別下水道整備総合計画策定費 20,000 県土整備部

もったいない・あおもり推進事業 5,386 環境生活部

中小企業等低炭素化促進事業 300 環境生活部

みんなのエコドライブ推進事業 900 環境生活部

あおもり型環境金融推進事業 1,232 環境生活部

地域の人財による環境教育推進事業 18,406 環境生活部

青森県地球温暖化対策推進計画進行管理等事業 2,255 環境生活部

リサイクル製品認定推進事業 2,012 環境生活部

環境マネジメントシステム普及推進事業 1,559 環境生活部

県境発・環境再生啓発事業 10,454 環境生活部

あおもり型わら焼きゼロシステム確立事業 68,577 農林水産部

松くい虫被害予防総合対策事業 16,811 農林水産部

ナラ枯れ被害防止対策事業 939 農林水産部

環境公共推進モデル事業 500 農林水産部

里地里山・田園保全再生事業 138,523 農林水産部

（２）震災をバネとする産業振興

エネルギーのベストミックスに向けた関連産業の創出・育成

（単位：千円）

新 再生可能エネルギー産業ネットワーク形成推進事業 3,960 エネルギー総合対策局

新 あおもり風力産業創出推進事業 18,669 エネルギー総合対策局

　再生可能エネルギーの導入を通じた県内産業の振興を図るた
め、県内企業を中心とする産学官金のネットワークを構築し、
再生可能エネルギー関連分野の新たな事業化に向けた検討等を
実施する。

　低炭素社会実現のため、県内の家庭や企業等の省エネ設備導入や消費電力の見える化を促進するとと
もに、県内の豊かな自然環境を次代につなぐため、森林整備や廃棄物の適正処理などに取り組む。

　震災により重要性がますます高まる電力系統安定化や、再生可能エネルギー関連産業の創出に取り組
むとともに、県内企業等を対象に原子力人材育成拠点参画への気運醸成を図る。

　本県における風力発電の高いポテンシャルを地域資源として
有効活用するため、県内企業の参入方策や自立・分散型の地域
モデルの構築に向けた検討会を開催するとともに、メンテナン
ス業務の受注体制の強化に向けた発電事業者と県内企業との
ネットワークを構築する。

　県民及び事業者の省エネ対策促進を図るため、省エネ設備導
入に向けた省エネフェア・キャンペーンを開催するとともに、
事業者における省エネ対策をサポートする仕組みの構築・運用
を行う。
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新 海洋エネルギー関連産業創出事業 14,343 エネルギー総合対策局

新 スマートグリッド関連産業創出事業 3,400 エネルギー総合対策局

新 グリーンＩＴパーク設立構想実現化推進事業 36,700 商工労働部

新 再生エネルギーロード推進事業 4,590 県土整備部

新 むつ小川原開発地区強み活用プロジェクト創出事業 8,600 エネルギー総合対策局

新 原子力人材育成・研究開発拠点化推進事業 11,500 エネルギー総合対策局

低炭素社会につなぐ木質バイオマス利用拡大事業 1,972 農林水産部

太陽光発電施設優良施工・普及拡大支援事業 12,551 エネルギー総合対策局

地中熱利用普及拡大事業 14,438 エネルギー総合対策局

中小規模施設向け電力管理システム研究開発事業 3,877 エネルギー総合対策局

原子力関連業務参入・マルチサポート事業 19,898 エネルギー総合対策局

原子力発電施設等安全対策等研修事業 9,800 エネルギー総合対策局

核融合研究開発拠点形成推進事業 9,918 エネルギー総合対策局

国際核融合拠点教育環境整備事業 98,700 エネルギー総合対策局

環境変化に対応した産業振興

（単位：千円）

新 バイオコークス産業創出促進事業 5,710 商工労働部

新 低炭素型ものづくり産業振興事業 46,797 商工労働部

新 水産加工ビジネス多様化支援事業 6,639 農林水産部

新 中型いか釣り漁業緊急支援事業 3,628 農林水産部

あおもりＥＶ・ＰＨＶ活用産業振興事業
 7,762 エネルギー総合対策局

【戦略キーワード３<雇用の創出・拡大>の再掲】

　震災により資源の循環・再利用が注目されている中で、県内に多量にあるバイオマス資源の有効活用
を進めるとともに、震災で大きな被害を受けた本県水産業のビジネス多様化や新たな漁場の開拓を支援
する。

　県内企業のスマートグリッド関連産業への参入を図るため、
むつ小川原開発地区における新たなスマートグリッド関連プロ
ジェクトの誘致に向けた検討及び関連技術の県内企業への普及
に向けた勉強会を行う。

　バイオコークスの事業化による外貨獲得、関連産業の創出に
よる雇用の拡大等を図るため、関係機関による事業化推進委員
会や研究会を開催するとともに、実用化に向けた実証調査、バ
イオマス資源の収集体制及び関連産業の採算性等に係る調査等
を実施する。

　国の総合実証実験を誘致し、海洋エネルギーを活用した関連
産業の創出を図るため、本県における実現可能性や地域の経済
効果等を調査・検討するとともに、地元の気運等を醸成するた
めのフォーラムを開催する。
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（１）人財育成と地域力再生

人口減尐社会を見据えた地域の元気づくり

（単位：千円）

新 被災者交流総合支援事業 18,110 総務部

新 屋内スケート場整備構想策定事業 25,000 企画政策部

新 「自慢したくなるあおもり」推進事業　〈庁内ベンチャー事業〉 6,206 企画政策部

新 「奥津軽駅」ネットワーク構築事業 9,620 企画政策部

新 地域創発人財育成事業 4,604 企画政策部

新 アーティストによる芸術文化活動応援事業 4,000 環境生活部

新 ワーク・ライフ・バランス推進事業 10,100 環境生活部

新 地域のつながり創造人育成事業　〈未来デザイン県民会議事業〉 2,192 教育庁

新 あおもりスポーツ推進プロジェクト事業 8,400 教育庁
新 「心をつなぐ」スポーツ交流支援事業 6,749 教育庁
新 陸上競技場実施設計準備費 25,614 教育庁

新 「自主防犯意識の高い青森県づくり」推進事業 2,129 警察本部

人財誘致・交流創造による地域力再生事業 12,380 企画政策部

地域力の向上モデル事業 3,710 企画政策部

地域力の再生・創出推進事業 8,555 企画政策部

青い森鉄道全線いっせい駅前ストリート活性化事業 4,320 企画政策部

人づくりのメッカ創出事業 11,152 企画政策部

庁内寺子屋プロジェクト推進事業 4,950 企画政策部

ファッション文化発信事業 15,000 環境生活部

芸術文化普及指導事業 3,006 環境生活部

あおもりNPO協働推進事業 414 環境生活部

あおもり新しい公共支援事業 86,199 環境生活部

いきいき男女共同参画社会づくり事業 415 環境生活部

図書館サービス強化支援事業 1,763 教育庁

県立学校開放事業 672 教育庁

パワフルＡＯＭＯＲＩ！創造塾 1,726 教育庁

豊かなスポーツライフ推進事業 6,586 教育庁

競技力向上事業費 104,916 教育庁

　戦略キーワード２　発進、青森力

【事業費 2,764,431千円】
　今回の震災では一人ひとりの地域への思いと地域の絆が改めて問われたところであり、人口減尐社
会、尐子高齢社会の中で、県民が安心して暮らしていくため、青森ならではの地域力である「青森
力」、その基盤となる地域づくりを支える人財の育成に努めます。
　また、震災の風評被害により本県農産物の輸出や観光客の入り込みに大きな影響が出たことから、安
全性の確保と情報発信による不安の払拭に努めるとともに、本県の魅力である自然、文化、食などに関
する情報を強力に発信して、外貨獲得につなげていきます。

　人口減尐社会を見据え、地域づくりを牽引する人財の育成や、人と人との絆を生かした地域力の再
生・創出、文化・スポーツの振興などにより、地域の元気づくりに取り組む。

　被災者と地域との交流を推進するため、民間団体等が行う県
外から避難している被災者の孤立化の防止や県外被災者の一時
的な受入を支援する。
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地域産業を支える人財育成

（単位：千円）

新 農山漁村「地域経営」担い手育成システム確立事業 58,425 農林水産部

新 ものづくり人財育成支援事業 11,248 商工労働部

新 農山漁村の元気な女性活動促進事業 4,628 農林水産部

新 農業経営者育成教育レベルアップ推進事業 8,164 農林水産部

地域あきんど育成事業 9,600 商工労働部

企画開発型人財育成事業 4,055 商工労働部

あおもりハイテク施設園芸インターンシップ事業 2,300 農林水産部

農業法人経営体質強化支援事業 1,000 農林水産部

新ステージの漁村を担う人財啓発事業 2,980 農林水産部

あおもり観光人財育成事業 4,180 観光国際戦略局

【学校・地域・家庭の連携で進めるキャリア教育関連事業】 （単位：千円）

新 地域の力で夢を育む教育支援プラットフォーム事業 3,322 教育庁

新 子どものキャリアを育む家庭のチカラ推進事業 1,865 教育庁

明日へはばたけあおもりっ子キャリア教育推進事業 4,489 教育庁

新 「夢のカタチ」形成事業 24,152 企画政策部

新 命を大切にする心を育む絆プロジェクト事業 7,990 環境生活部

新 いじめのない学校づくり推進事業 6,664 教育庁

新 高校生のための志ガイダンス事業 3,835 教育庁

新 英語力ステップアップ推進事業 4,492 教育庁

新 夢実現サイエンス・キッズプロジェクト事業 3,579 教育庁

新 子ども防災チャレンジ事業 9,004 教育庁

新 被害者も加害者も出さない街づくり事業 4,082 警察本部

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 2,176 環境生活部

子どもの未来の夢応援事業 6,064 商工労働部

外国青年招致事業 3,644 観光国際戦略局

国際交流員招致事業 20,129 観光国際戦略局

世界へはばたけあおもりっ子外国語教育推進事業 2,720 教育庁

青森県産天然活ひらめの付加価値向上作戦事業 2,337 教育庁

学習状況調査費 4,137 教育庁

進学力パワーアップ推進事業 8,551 教育庁

問題を抱える子ども等の自立支援事業 1,633 教育庁

いじめ対策事業 2,731 教育庁

　農業・農村の持続的発展を図るため、地域農林水産業の中核
を担う経営体が、多様な業種・産業との連携によって地域資源
を広く生かす経営活動を展開することで、付加価値と雇用を生
み出し、持続的・自立的に農山漁村地域の経済・社会を支える
「地域経営」システムを構築する。

あおもりの未来を担う人財育成

　将来の農山漁村を支える担い手や、ものづくり産業を支える技術力の高い人財など、地域産業を支え
る人財育成に取り組む。

　学校教育を中心として、確かな学力、豊かな人間性、健康・体力といった子どもたちの「生きる力」
の育成や、子どもたちが将来の夢や希望に向かって挑戦できる環境づくりに取り組む。

　地域の教育資源を生かしたキャリア教育を推進するため、学
校と企業等を結ぶ窓口となる教育支援プラットフォームを構
築・運営する。

　家庭におけるキャリア教育を推進するため、子ども職場参観
日キャンペーン等の啓発活動を実施する。
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ドリカム人づくり推進事業 5,290 教育庁

語学指導を行う外国青年招致事業 21,087 教育庁

あおもりっ子育みプラン21 616,288 教育庁

県立学校耐震補強事業 72,045 教育庁

県立学校大規模改修費 637,636 教育庁

地域の教育力による学校支援活動推進事業 10,800 教育庁

高大連携キャリアサポート推進事業 975 教育庁

高校生による自主的な安全活動推進事業 2,928 教育庁

「非行尐年を生まない青森県」推進事業 4,389 警察本部

（２）国内外に情報発信

あおもりの魅力発信

（単位：千円）

新 東北新幹線時間地図等作成事業 7,750 企画政策部

新 あおもり映像コンテンツ・プロモーション展開事業 6,000 企画政策部

新 青森県庁ライブコミュニケーション推進事業　〈庁内ベンチャー事業〉 9,044 企画政策部

新 白神山地を次代へつなぐ保全・活用推進事業 16,444 環境生活部

新 青森発「和モダンスタイル」確立事業 4,380 商工労働部

新 プロテオグリカン機能情報発信事業 17,830 商工労働部

新 「青森の食の魅力」情報発信事業 32,386 農林水産部

新 結集あおもり情報力事業 27,582 観光国際戦略局

新 まるごとあおもりインフルエンサー獲得事業 24,996 観光国際戦略局

新 「発進、県美力」戦略展開事業 10,075 観光国際戦略局

青森県グリーン・ツーリズム新戦略推進事業 2,906 農林水産部

県産金あゆによる白神水系あゆの里づくり推進事業 4,278 農林水産部

国内誘客の促進 

【中京圏との交流拡大関連事業】 （単位：千円）

新 青森・名古屋線定着促進事業 6,170 企画政策部

新 中部エリア販路拡大推進事業 8,167 農林水産部

新 観光客誘致総合推進事業 52,552 観光国際戦略局

　観光客誘致を総合的に推進し、東日本大震災の影響により伸
び悩んでいる本県の観光客入込数の増加を図るため、東北新幹
線青森県開業10周年を契機としたＰＲ活動等を推進する。

　食・観光・自然・芸術・工芸品などの本県の魅力を県内外に発信し、本県の知名度向上や地域活性化
を推進する。

　県民の更なる新幹線開業効果獲得に向けた気運醸成を図るた
め、県民や関係事業者等と一体となって他県と差別化した情報
発信ツールを作成する。

　震災の影響により伸び悩んでいる観光客の増加に向けた誘客宣伝活動や魅力ある観光地づくり、青
森・名古屋線の就航を契機とした中京圏との交流人口の拡大に取り組む。

　平成23年7月からＦＤＡにより運航開始した青森・名古屋線を
定着・充実させるため、当該路線の集中的なＰＲと需要喚起を
実施する。

　ＦＤＡ青森・名古屋線就航を契機に、中部エリアにおける県
産品の認知度向上と販路拡大を図るため、量販店等に「青森県
コーナー」を設置するとともに、ＦＤＡ就航1周年イベントにお
いて県産品のＰＲ、食文化の情報発信を行う。
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新 食の魅力アップ地産地消の宿推進事業 4,610 農林水産部

新 企業研修等誘致推進事業 4,463 観光国際戦略局

新 安心安全な観光県「あおもり」推進事業 3,652 観光国際戦略局

国内航空路線維持拡大特別対策事業 14,081 企画政策部

戦略的コンベンション誘致拡大事業 20,470 観光国際戦略局

コンベンション誘致促進事業 27,862 観光国際戦略局

食と温泉魅力全開誘客推進事業 11,500 観光国際戦略局

青森・道南地域広域観光推進事業 1,039 観光国際戦略局

「あおもり冬紀行」推進事業 11,082 観光国際戦略局

十和田湖冬物語開催費補助 11,000 観光国際戦略局

あおもり縄文ファンの拡大

（単位：千円）

新 ＪＯＭＯＮ世界遺産パワーアップ事業 23,180 教育庁

新 縄文ムーブメント強化発信事業 21,000 企画政策部

新 三内丸山遺跡魅力アップ推進事業 20,809 教育庁

縄文遺跡群国営歴史公園化促進事業 510 県土整備部

ＪＯＭＯＮ世界遺産プロジェクト推進事業 27,940 教育庁

アジアとの交流促進

（単位：千円）

新 韓国・台湾誘客対策特別事業 22,276 観光国際戦略局

新 青森・ソウル線週4便運航対策事業 13,007 企画政策部

新 中国人観光客誘致推進事業 10,000 観光国際戦略局

新 演劇「祝言」日・中・韓共同制作事業 20,692 観光国際戦略局

青森・ソウル線交流人口拡大フォローアップ事業 4,265 企画政策部

「トコトン青森体験ウィーク」開催事業 5,870 企画政策部

国際チャーター便誘致推進事業 4,926 企画政策部

世界自然遺産海外交流事業 2,065 環境生活部

東アジア誘客促進事業 26,544 観光国際戦略局

韓国人観光客誘致拡大事業 4,006 観光国際戦略局

アジア総合ビジネス重点支援事業 21,927 観光国際戦略局

ロシアビジネス販路開拓等総合支援事業 1,988 観光国際戦略局

海外市場販路開拓支援事業 6,132 観光国際戦略局

留学生人材活用推進事業 10,155 観光国際戦略局

　東日本大震災及び円高等の影響により本県への旅行需要が低
迷している韓国及び台湾からの誘客を図るため、公共交通機関
を活用した広告展開、航空会社・旅行エージェント等との連携
プロモーション、トップセールス等による集中的な誘客促進対
策を実施する。

　経済発展著しい東アジア圏を中心として、誘客宣伝活動、交通体系の充実、ビジネスの拡大及び文化
交流活動など、海外とのヒト・モノの交流促進に取り組む。

　「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けた気運醸成のため、「青森の縄
文」の魅力を県内外に積極的に発信する。

　三内丸山遺跡をはじめとする「北海道・北東北を中心とした
縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けた更なる気運の醸成と普及
啓発を図るため、縄文パネルリレー展、縄文語り部教室、小・
中・高校生による縄文ＰＲ事業などを行う。
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安全・良質な青森県産品の発信

（単位：千円）

新 県産農林水産物の放射性物質調査事業 28,173 農林水産部

新 流通食品の放射性物質検査事業 4,171 健康福祉部

新 県産牛肉放射性物質安全性確認検査事業 30,164 農林水産部

新 あおもり産品消費宣伝震災復興特別対策事業 14,900 農林水産部

新 青森りんご食育発信強化事業 1,882 農林水産部

新 健康な土づくりで信頼を築く安全・安心な農産物ＰＲ事業 18,090 農林水産部

新 青森おさかな自慢情報発信事業　〈未来デザイン県民会議事業〉 3,085 農林水産部

新 輸出りんご信頼確保緊急対策事業 3,328 農林水産部

新 台湾向けりんご輸出安定化対策事業 3,343 観光国際戦略局

県産農畜産品の安全確保対策事業 12,456 健康福祉部

流通食品安全対策重点事業 2,796 健康福祉部

牛海綿状脳症対策事業 30,031 健康福祉部

あおもりの食の信頼確保推進事業 4,493 農林水産部

全国和牛オリンピック対策強化事業 5,751 農林水産部
アジア輸出拡大戦略事業 20,055 観光国際戦略局

　震災による風評被害をはじめとした農林水産物の安全確保対策に努めるとともに、良質な農産物のＰ
Ｒに取り組む。

　県産農林水産物の放射性物質のモニタリング調査を継続実施
し、県産農林水産物の安全性を国内外に広くＰＲする。
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地域産業の活性化

（単位：千円）

新 低炭素型ものづくり産業振興事業 46,797 商工労働部

新 ＬＮＧ利活用産業創出促進事業 12,000 商工労働部

新 次期基本計画策定支援・統計基盤整備事業 7,017 企画政策部

新 ウェブアンケートツール構築事業　〈庁内ベンチャー事業〉 8,899 企画政策部

新 創業・起業インキュベート機能強化事業 13,400 商工労働部

新 「売り上手あおもり」推進事業 3,617 商工労働部

新 商店街を中心とした課題解決型街づくり支援事業 4,610 商工労働部

新 ものづくり基盤技術高度化支援事業 28,500 商工労働部

新 誘致企業雇用促進奨励事業 45,383 商工労働部

新 あおもり知的財産戦略的活用促進事業 3,160 商工労働部

新 知的財産総合活用推進事業 6,517 商工労働部

新 建設新技術等導入開発・展開サポート事業 4,930 県土整備部

新 クルーズ客への魅力発信事業 2,670 県土整備部

新 観光コンテンツパワーアップ推進事業 9,600 観光国際戦略局

生業づくり推進事業 4,413 企画政策部

クラウドあおもり戦略推進事業 7,282 企画政策部

あおもり観光産業収益力向上事業 8,389 商工労働部、

観光国際戦略局

コミュニティビジネス地域連携支援体制構築事業 5,781 商工労働部

若者発ベンチャー創出事業 6,000 商工労働部

地域資源活用型地域活性化支援事業 6,855 商工労働部

戦略的企業誘致展開事業 10,956 商工労働部

青森県産業立地促進費補助 217,548 商工労働部

テレマーケティング関連産業立地促進費補助 77,332 商工労働部

自動車関連産業集積促進事業 10,948 商工労働部

あおもり産学官金連携加速化事業 11,963 商工労働部

ライフイノベーション新成長産業創出事業 23,811 商工労働部

クラウド時代の情報産業創出促進事業 10,770 商工労働部

知的財産事業展開力創出事業 7,283 商工労働部

攻めの木材加工施設立地推進事業 2,922 農林水産部

建設産業異業種連携強化事業 13,000 県土整備部

幹線道路ネットワーク整備事業 5,036,025 県土整備部

「行くたびあたらしい青森」推進事業 9,000 観光国際戦略局

アレコホールコンサート国際強化戦略事業 6,574 観光国際戦略局

　県内企業の生産改善活動や人財育成、営業力強化等を支援するとともに、企業誘致や創業・起業の支
援、本県の強みを生かす観光コンテンツの磨き上げなどに取り組み、地域産業の活性化を図る。

　戦略キーワード３　雇用の創出・拡大

【事業費 6,674,940千円】
　県民が輝いて生きられる社会の実現のためには、地域資源を最大限に活用した生業づくりによって県
民一人ひとりの経済的基盤が確立され、雇用の場を創出・拡大していくことが不可欠です。
　このため、地域産業の活性化に向けた県内企業への支援や本県の強みを生かす観光コンテンツの磨き
上げ、農商工連携による食品製造業等の集積、農林水産資源の生産基盤強化などに取り組みます。

　低炭素社会づくりに貢献する技術開発を促進し、域外からの
外貨獲得、雇用の創出・拡大を図るため、「青森県低炭素型も
のづくり産業振興指針」に基づき、産学官金連携体制の強化、
支援体制の充実、研究開発支援拠点機能の充実・強化、イノ
ベーションを創出する経営基盤の構築を推進する。

　ＬＮＧ（液化天然ガス）の利活用による地域経済の活性化及
び雇用の創出を図るため、産学官金で構成する利活用推進協議
会を開催し、利用可能性や採算性に関する調査等を実施する。
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農商工連携による食産業のステップアップ

（単位：千円）

新 食品産業力強化対策事業 4,143 農林水産部

新 あおもり食産業連携拡大対策事業 12,000 農林水産部

新 産学官連携による食品加工技術高度化支援事業 17,517 商工労働部

新 植物工場関連産業支援事業 5,424 商工労働部

新 寒冷地型植物工場モデル総合実証事業 5,370 農林水産部

新 冬の農業省エネ型・産地力強化事業 3,911 農林水産部

あおもり食産業づくり加速化事業 11,431 商工労働部、

農林水産部

あおもり「食」産業型組合応援プロジェクト事業 9,631 商工労働部

地域ぐるみ型農商工連携支援事業 7,460 商工労働部

まるごとアップル加工ビジネス推進事業 1,685 農林水産部

八戸高鮮度さば活用新商品開発事業 2,195 農林水産部

食産業を支える販売・生産体制の強化

（単位：千円）

新 県産品販路分析・開拓推進事業 13,640 農林水産部

新 新たな「攻めの農林水産業」基本方針策定事業 4,500 農林水産部

新 産直施設交流ビジネスモデル構築事業 1,904 農林水産部

新 学校給食県産食材消費拡大事業 4,000 農林水産部

新 新規需要米の生産・流通支援事業 4,000 農林水産部

新 「あおもりながいも」プロフェッショナル育成事業 2,712 農林水産部

新 後期販売りんご安定生産・流通システム確立事業 5,527 農林水産部

新 りんご防除体制強化推進事業 1,433 農林水産部

新 酪農流通体制構築事業 10,877 農林水産部

新 あおもり食産業を守る獣医師確保・育成対策事業 2,716 農林水産部

新 陸奥湾なまこ産業ステップアップ事業 6,530 農林水産部

新 陸奥湾のほたてがいを守りなまこと魚を増やす協働事業 19,090 農林水産部

きれいな水が育む「あおもり食産業」推進事業 7,000 農林水産部

青森県産品戦略的販売促進事業 32,125 農林水産部

青森県物産振興協会運営事業 6,553 農林水産部

耕作放棄地まとめて解消促進事業 1,609 農林水産部

農地保有合理化促進事業対策 51,387 農林水産部

県産もち米流通・加工促進事業 2,892 農林水産部

「こだわりの米」生産・販売強化事業 4,148 農林水産部

にんにく生産基盤強化対策事業 11,257 農林水産部

活力ある米づくり総合支援事業 2,762 農林水産部

戸別所得補償制度推進事業 186,792 農林水産部

果樹産地総合整備事業 37,240 農林水産部

特産果樹産地育成・ブランド確立事業 12,292 農林水産部

　首都圏等における県産品の更なる取引拡大を図るため、帳合
事業者との連携による取引情報の収集と販路開拓を行うととも
に、高い影響力のある高級ホテルや百貨店等との共同・ＰＲ企
画などを行う。

　農商工連携のもと、食産業の立地促進や事業者間のマッチング技術開発の支援等を行うほか、次世代
の施設園芸を見据えた植物工場の経営モデルの実証や県内企業の参入支援などに取り組む。

　農産物中間加工施設等の増大による食品産業の強化を図るた
め、県内企業及び県外大手食品メーカー等のニーズ調査に基づ
く立地・設備投資促進プランの策定などを行う。

　県産品の販路拡大に向けて県内外での販売促進活動を展開するとともに、地域の特性や優位性を生か
した農林水産物の生産基盤強化に取り組む。
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県産スギ需要拡大緊急対策事業 35,000 農林水産部

農業生産基盤自立的保全管理促進事業 9,800 農林水産部

農地・水・環境保全向上対策事業 299,702 農林水産部

陸奥湾養殖業ステップアップ事業 8,114 農林水産部

ほたてがい高水温被害回避対策事業 3,021 農林水産部

ほたてがい産業高水温対策推進事業 830 農林水産部

さけ・ます種苗放流事業 127,566 農林水産部

水産物荷さばき施設等衛生高度化推進事業 3,202 農林水産部
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健康力の向上

【がん対策重点推進事業】 （単位：千円）

新 がん対策に係る体制強化促進事業 14,162 健康福祉部

新 がん情報提供システム運営事業 6,600 健康福祉部

新 在宅緩和ケア地域連携事業 2,000 健康福祉部

がん診療連携拠点病院機能強化事業 56,000 健康福祉部

【あおもりの未来をつくるヘルスリテラシー事業】

新 糖尿病対策を切り口としたヘルスリテラシー定着事業 8,790 健康福祉部

新 きずなを深める食育の環推進事業 8,200 農林水産部

新 地域を動かす保健師活動推進事業 3,348 健康福祉部

新 包括ケアシステム活性化推進事業 2,265 健康福祉部

新 若手医師確保・定着のための地域医療の魅力発信事業 4,299 健康福祉部

新 総合医育成支援事業 15,373 健康福祉部

新 医師を志す高校生支援事業 22,991 教育庁

地域保健・医療・福祉総合推進事業 2,841 健康福祉部

健康あおもり21推進事業 3,644 健康福祉部

喫煙対策推進事業 1,221 健康福祉部

地域医療志向医師の早期発掘・確保定着促進事業 12,209 健康福祉部

地域医療支援センター事業 13,896 健康福祉部

小児救急電話相談事業 8,155 健康福祉部

ドクターヘリ運航事業 310,503 健康福祉部

西北五地域保健医療圏自治体病院機能再編整備費補助 1,000,000 健康福祉部

自殺対策緊急強化事業 80,598 健康福祉部

地域自殺予防情報センター運営事業 3,134 健康福祉部

精神障害者アウトリーチ支援事業 28,025 健康福祉部

笑顔をつくるあおもり食育県民運動推進事業 4,406 農林水産部

　在宅緩和ケアの地域連携体制を構築するため、二次医療圏内
で在宅療養支援が可能な医療機関リストの作成や医師等に対す
る専門的な研修を行うのに要する経費を補助する。

　専門的ながん医療の提供や地域医療機関との連携に対する支
援等を行う。

　がん対策の効果的な展開を図るための県内におけるがんの実
態把握、医療従事者等の育成及びがん患者団体の活動支援等を
行う。

　がんに関する正しい知識を広く県民に情報発信するために構
築したシステム「青森県がん情報サービス」の運営を行う。

　戦略キーワード４　あおもり型セーフティネット

【事業費 5,633,914千円】

　県民が安心して安全に暮らすことができる社会を創っていくことは県の最大の責務であり、特に県民
の命を守る観点から、心身の健康づくりと医療対策の充実のための取組が重要です。そのため、がん対
策や生活習慣病対策、医師確保対策や医療機関の連携など、平均寿命アップに向けた取組を加速化し
て、県民の健康力の向上を図ります。
 　また、震災の影響もあって、依然として厳しい雇用情勢を踏まえ、雇用のセーフティネットの確保に
も万全の体勢で臨みます。

　がんや生活習慣病対策、医師確保対策や保健・医療・福祉の包括ケアシステム活性化など、県民が安
心して健康に生活を送ることができる仕組みづくりに取り組む。

　糖尿病などの生活習慣病対策の強化に向けた地域の健康課題
等の分析、病院・診療所間の連携推進、管理栄養士等の療養指
導体制づくり、健康知識等の普及啓発などを行う。

　食育推進計画の実現のため、あおもり食育サポーターによる
ライフステージごとの課題に応じた食育活動を推進する。

- 12 -



健やか子ども支援

【あおもりの未来をつくるヘルスリテラシー事業】 （単位：千円）

新 あすなろっ子健康生活改善大作戦事業 7,185 教育庁

新 ママとパパの健やか生活習慣サポート事業 5,510 健康福祉部

新 市町村児童家庭相談支援力レベルアップ事業 3,779 健康福祉部

新 発達障害者総合支援事業 5,624 健康福祉部

新 一人一人のニーズに応えるリレーションシップ事業 7,975 教育庁

あおもり出会いサポート事業 13,885 健康福祉部

親子に優しい街づくり推進事業 9,101 健康福祉部

放課後子どもプラン実施費 471,556 健康福祉部、

教育庁

妊婦健康診査特別対策事業交付金 286,798 健康福祉部

ひとり親家庭等住宅就業支援事業 1,211 健康福祉部

児童虐待防止対策強化事業 39,632 健康福祉部

発達障害者支援センター運営事業 22,046 健康福祉部

発達障害者支援体制整備事業 4,600 健康福祉部

就労支援

（単位：千円）

新 若年者定着・正規雇用化促進支援事業 35,212 商工労働部

新 働き盛り世代就業促進支援事業 5,815 商工労働部

新 障害者雇用促進ステップアップ事業 12,607 商工労働部

ジョブカフェあおもり運営・推進事業 92,468 商工労働部

新規学校卒業者県内就職促進事業 2,557 商工労働部

ＵＪＩターン人材誘致促進事業 1,467 商工労働部

離職者等再就職訓練事業 1,012,661 商工労働部

高校生就職スキル向上支援プロジェクト事業 26,089 教育庁

介護の仕事を目指す高校生への就職支援プロジェクト事業 21,682 教育庁

未来のスペシャリスト育成プロジェクト事業 5,737 教育庁

企業の魅力発掘プロジェクト事業 16,139 教育庁

特別支援学校就職促進事業 957 教育庁

　子どもたちがすくすくと元気に育つよう、地域ぐるみでの生活習慣改善、受動喫煙防止対策や行政の
児童家庭相談支援力の強化に取り組む。

　肥満傾向児出現率の高い本県における児童生徒の生活習慣病
予防を図るため、子どもたちの自主的な体力向上に向けた取組
みについてコンテスト等を実施するほか、特に出現率の高い地
域におけるネットワークの構築や、家庭で取り組む健康生活に
ついての意識を普及する。

若年者の就職定着や正規雇用化、中高年の就職支援、障害者雇用の促進に取り組む。

　若年者の職場定着及び正規雇用化を促進するため、企業を対
象として社会保険労務士の指導によるセミナー・講習会等を開
催するとともに、若年者等を対象とした県内企業への理解促進
のための見学会等及び正規雇用化のための就職支援セミナー等
を実施する。
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安全・安心な生活環境づくり

（単位：千円）

新 あおもり感染症クライシスマネジメント人財育成事業 8,417 健康福祉部

新 県税クレジット収納事業 1,722 総務部

新 スポンサー型公共交通モデル確立事業 4,870 企画政策部

新 被災者住宅再建支援事業費補助 535,000 県土整備部

新 子どもと女性のセーフティ対策事業 4,016 警察本部

新 高齢者交通安全トータルサポート推進事業 4,380 警察本部

未来を支える交通ネットワーク構築事業 4,783 企画政策部

大間・函館航路新船建造費補助 480,000 企画政策部

生活交通バス車両緊急整備事業費補助 54,192 企画政策部

原子力安全対策検証委員会運営費 4,414 企画政策部

青い森鉄道応援副業開発プロジェクト推進事業 10,160 企画政策部

次世代交流型安全・安心地域力アップ事業 4,987 環境生活部

消費者行政活性化事業 49,142 環境生活部

多重債務者対策事業 83,650 環境生活部

原子力施設環境放射線等監視事業 241,500 環境生活部

原子力施設に係る安全確保対策事業 2,508 環境生活部

緊急時連絡網整備事業 73,233 環境生活部

防災活動資機材等整備事業 74,620 環境生活部

緊急時対策調査・普及等事業 25,903 環境生活部

モニタリング等広報事業 15,957 環境生活部

下北半島ニホンザル保護共生対策管理事業 1,520 環境生活部

人口減尐社会に対応した生活支援体制構築事業 1,613 健康福祉部

感染症発生動向調査事業 8,220 健康福祉部

認知症地域支援体制づくり推進事業 5,669 健康福祉部

認知症対策普及支援事業 1,685 健康福祉部

認知症介護実践者等養成事業 1,585 健康福祉部

認知症疾患医療センター運営事業 18,558 健康福祉部

老人福祉施設整備事業費補助 19,140 健康福祉部

地域生活定着支援事業 26,500 健康福祉部

高次脳機能障害支援普及事業 2,779 健康福祉部

すまいの循環・リユース推進事業 3,970 県土整備部

県営住宅あんしん見守り体制推進事業 5,226 県土整備部

青森県安全安心住宅リフォーム促進支援事業 125,100 県土整備部

次世代交通セーフティネット推進事業 2,942 警察本部

高齢者交通安全対策費補助 1,000 警察本部

　感染症対策の充実・強化に向けた専門的知識を有する人財の
育成、現行の対策方針及びマニュアル等の検証・評価、行政・
医療機関等のネットワークの構築等を行う。

　子どもから高齢者や障害者まで、県民の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる環境づ
くりに取り組む。
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（１）地域別計画推進事業

①　東青地域県民局 
（単位：千円）

新 北海道新幹線「奥津軽駅」開業を見据えた戦略事業 7,033

新 あおもりカシスブランドステップアップ支援事業 1,369
新 震災復興イベント応援事業 7,199
新 東青の「新鮮野菜」商品化推進事業 2,300

東北新幹線全線開業賑わい創出推進事業 6,908

東青地域温泉地賑わい創出推進事業 1,206

しっとりもっちり東青の米粉スイーツ創出事業 1,386

②　中南地域県民局 
（単位：千円）

新 中南地域・着地型広域連携観光推進事業 5,600

新 津軽の女性起業家育成推進事業 1,865

新 中南スギ木骨利用普及推進事業 2,407

新 アップルペクチン等活用加工ビジネス推進事業　〈未来デザイン県民会議事業〉 2,655

津軽伝統工芸マーケティング促進事業 3,815

中南地域もも産地育成促進事業 2,664

③　三八地域県民局 
（単位：千円）

新 三八地域震災支援マッチング事業 11,844

新 元気な八戸広域観光復興ののろし事業 22,714

新 三八地域企業「革新力」強化事業 2,828

新 三八観光資源活用強化事業 12,096

新 三八の薫るフルーツ「農業観光」活性化事業 2,939

新 三八・上北地域ブランド牛生産力強化事業 2,440

新 震災後の磯根資源復活事業 4,345

三八地域「農業小学校」を核とした食農推進モデル事業 2,200

三八地域金属補修業活性化事業 2,825

南部あかまつ魅力アップ創出事業 1,658

　三八地域の震災からの復興を全国にＰＲし誘客促進を図るため、観
光商品の企画、受入体制の充実及び積極的な情報発信を行うととも
に、モデルツアー等を実施する。

　地域別計画推進事業等

【事業費 487,227千円】

　北海道新幹線「奥津軽駅」開業効果を最大限に獲得するため、車座
会議の開催によるネットワーク構築を図るとともに、地域資源の発掘
やブラッシュアップ、ＰＲ等を実施する。

　中南地域の「街歩き観光」の認知度を全国的に向上させ、東北新幹
線全線開業効果の継続的獲得を図るため、弘前市との共同により「第2
回日本まちあるきフォーラム」を開催するとともに、街歩き観光コー
スのブラッシュアップを推進する。

　東日本大震災による被災3県（岩手県・宮城県・福島県）の企業に対
する復興支援等を図るため、コーディネーターによる被災地企業の
ニーズ調査や三八地域企業の支援ポテンシャル調査を行うとともに、
企業間のマッチング活動を行う。

　基本計画においては、具体の生業づくりに向け、６地域県民局の圏域ごとに地域別計画を策定してお
り、各地域県民局においては、地域別計画に掲げる「今後５年間の取組の展開方向と重点施策」を踏ま
えた取組を積極的に展開していく。
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三八地域障害者農業就労促進事業 2,425

小川原湖内水面資源高品質化推進事業 2,545

三八上北地域産業連携型ＥＶ導入推進事業 3,173

④　西北地域県民局 
（単位：千円）

新 津軽半島観光アテンダント推進事業 8,000

新 津軽半島劇場化プロジェクト事業 2,632

新 深浦産くろまぐろ消費促進事業 2,000

新 明日に架ける「太宰ミュージアム」事業　〈未来デザイン県民会議事業〉 4,055

新 西北地域先導的水田農業経営体ネットワーク構築事業 3,000

新 西北らしい肉牛づくり推進事業 1,300

奥津軽の米ビジネスの輪拡大事業 2,300

奥津軽若者力活用観光推進事業 1,812

ようこそ奥津軽へおもてなし事業 1,942

⑤　上北地域県民局
（単位：千円）

新 十和田湖観光推進広域連携事業 4,000

新 地域鉄道資源・魅力発信事業 3,300

新 上北地域インバウンド受入体制強化事業 2,344

新 上北産直総合販売力強化モデル実証事業 2,110

上北地域元気なご当地グルメ総結集事業 2,175

上北の旅情発見・発信事業 1,165

三八上北地域産業連携型ＥＶ導入推進事業 4,430

上北型飼料米利用システム確立事業 1,258

⑥　下北地域県民局 
（単位：千円）

新 下北教育旅行受入体制構築事業 1,868

新 まさかりアピオス産地づくり事業 678

新 もっとよくなる「下北酪農」生乳生産推進事業 1,890

新 下北スギ間伐材利用キノコ生産モデル事業 953

新 下北こんぶ生産安定化事業 3,160

新 下北のうまい海活用促進事業 1,730

下北半島と首都圏交流推進事業 1,305

下北地域着地型旅行商品チェックアップ事業 1,400

下北味わい弁当創出事業 1,202

下北学普及促進事業 939

くらげに負けない下北さけづくり事業 2,742

下北農林水産業連携活性化推進事業 1,098

　津軽半島の魅力を効果的に発信するため、津軽半島観光アテンダン
トを設置するとともに、観光パンフレットの作成、ホームページ等に
よる情報発信、誘客イベントの開催等を行う。

　十和田湖周辺地域の集客力アップを図るため、若手観光事業者の育
成やＰＲイベント、キャンペーンを実施するとともに、旅行エージェ
ントとの連携による誘客宣伝活動等を行う。

　下北地域への教育旅行誘致を図るため、人財育成等の受入体制づく
り、教育旅行プログラムの作成等を行う。
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（２）市町村元気事業

（単位：千円）

新 市町村元気事業費補助 300,000 総務部

　地域特性を活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。
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