
（単位：千円）

事業数 金額

121 1,680,430

59 921,068

18 184,615

22 408,300

19 328,153

29 396,709

18 177,397

6 51,736

5 167,576

33 362,653

17 196,266

7 38,007

3 50,206

6 78,174

337 24,534,081

136 12,895,507

98 4,325,762

32 2,044,541

71 5,268,271

38 159,281

東青地域県民局 2 12,313 西北地域県民局 6 14,550

中南地域県民局 7 21,488 上北地域県民局 5 16,057

三八地域県民局 12 60,524 下北地域県民局 6 34,349

1 200,000

497 26,573,792

65 287,372

東青地域県民局 8 61,343 西北地域県民局 11 37,695

中南地域県民局 11 34,412 上北地域県民局 12 31,777

三八地域県民局 14 65,861 下北地域県民局 9 56,284

平成27年度未来を変える挑戦推進事業

　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、「人口減少克服
プロジェクト」「健康長寿県プロジェクト」「食でとことんプロジェクト」の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。
　なお、地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）を活用して、一
部、平成26年度に前倒しして対応し、平成27年度当初予算及び平成26年度2月補正予
算の事業を一体として構築しています。

戦略プロジェクト　計

　　①　人口減少克服プロジェクト

（平成27年度当初予算及び平成26年度2月補正予算）

　　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

　　３　交流人口を増やす仕組みをつくる

　　②　健康長寿県プロジェクト

　　１　地域を挙げて取り組む「健活」

　　２　自然環境や地域資源を生かした健康づくり

　　３　地域の保健・医療・福祉をサポート

    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

　　２　食の販売力を極める

　　３　安全・安心で環境にやさしい食を極める

　　４　食を支える人づくりを極める

戦略キーワード　計

①　地域資源の活用と競争力強化で稼ぐ「正直で本物」の生業

②　いのちを守る仕組みづくりと健やかな暮らしづくり

③　環境負荷を低減し次世代につなぐ低炭素・循環型社会づくり

④　郷土に誇りを持ちグローバルに活躍できる人づくり

地域別計画推進事業　計

づくり

地域の元気支援事業

計

＜参考＞

地域県民局事業　計（戦略プロジェクト事業及び地域別計画推進事業）
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新 4,197 企画政策部

新 3,967 環境生活部

新 6,557 千円 環境生活部

新 9,592 千円 商工労働部

新 17,046 商工労働部

新 9,700 県土整備部

新 3,960 県土整備部

地域公共交通利用促進事業

あおもり女性の活躍ステップアップ事業

【事業数59、事業費921,068千円】

交通ネットワークの構築・維持に向けた関係者による会議を行うととも
に、県民への地域公共交通の適切な利用を促すため、モビリティ・マネジメ
ントの普及推進を図る。

　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、出産、子
育てしやすい環境づくりへの取組を強化するとともに、女性やシニア世代が活躍できる仕組みづくり、
若年層の県内定着を促進するための雇用の創出・拡大、持続可能な交通ネットワークの構築、社会を築
き支える人財育成などの取組を進めるほか、北海道新幹線の開業に的確に対応し、地域の魅力の活用に
よる交流人口の拡大を進める。

　戦略プロジェクト1
　　人口減少克服プロジェクト

安全・安心な地域ネットワーク構築推進事業

女性管理職・リーダーのネットワークを構築し、情報発信していくととも
に、「あおもり女性の活躍応援宣言企業（仮称）」の募集、フォーラムや若
手女性を対象としたセミナーを実施する。また、「働き方の改革」を柱とし
たワーク・ライフ・バランスの推進を図るためのセミナーを開催する。

これからの人口減少社会に対応した商店街活性化策を民間委員等で検討
し、現場での実証等を経て、「人口減少社会を生き抜く商店街戦略」を策定
する。

出産、育児等を機に退職したものの就労意欲を有している女性等の就職を
支援するとともに、企業に対して出産・育児期の継続就業の制度化や出産・
育児を理由とする離職者の受入れを促す。

コンパクトな都市づくりの実践に向け、遊休公有地等を活用した都市拠点
づくりのモデルを創出し、その事例をもとに他市町村へ波及させるととも
に、官民双方のコンパクトな都市づくりへの関心と行動への意欲を高めるた
め、まちづくりを推進する人財の育成を行う。

あおもり都市再考推進事業 千円

人口減少社会対応型商店街構築事業

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18、事業費184,615千円

人口減少や少子化、高齢化の進行により生じる様々な地域課題に対応するとともに、持続可能な地
域経済を維持し県民生活を守るため、持続可能な地域ネットワークの構築、社会を築き支える人財育
成などの取組を進める。

千円

あんしん居住支援事業 千円

住宅確保要配慮者が安心して暮らし続けるための支援体制を構築するた
め、居住に関する不動産、福祉サービス等の情報提供を支援する協議会を設
立するとともに、ワンストップ窓口の設置等を支援する。

千円

子育て女性の就職応援事業 千円

住民の「安全・安心」を総合的に確保していくため、様々な主体が連携
し、地域課題を発見・解決していくための「安全・安心」な地域ネットワー
クの構築を推進する。

-2-



新 6,725 教育庁

新 6,899 東青地域県民局

新 3,072 三八地域県民局

新 生活支援サービス基盤整備強化事業【H26_2月補正】 12,000 千円 健康福祉部

新 まちなか高齢者サロンつどいの場モデル事業【H26_2月補正】 9,966 千円 健康福祉部

集落経営再生・活性化事業【H26_2月補正】 15,854 千円 企画政策部

あおもり共助社会づくり推進事業 4,384 千円 環境生活部

農林水産部

9,000 千円

50,000 千円

暮らしを支える産地直売所育成事業 4,831 千円 農林水産部

地域と企業がつながる森・里・海づくり推進事業 4,607 千円 農林水産部

西北型空き家予防・利活用システム検討事業 2,258 千円 西北地域県民局

２　人口増加につながる仕組みをつくる

新 10,238 企画政策部

28,262

新 31,526 千円 企画政策部
（庁内ベンチャー事業枠）

20代を変える「生き方ナビ」事業【H26_2月補正】

　セミナーやワークショップの開催等により、結婚に比べ仕事や趣味を優先
しがちな20代の生き方に新たな選択肢を提示し、20代が青森県で新たな生業
を見つけ、自らのライフプランに沿った結婚、出産、子育てを実現していく
意識の醸成を図る。

トップセミナー等を通じ市町村の主体的な取組を促すことで、移住・交流
施策の充実化を図るとともに、市町村と一体となった移住・交流情報の発信
を行う。また、先進的な取組を行う市町村を支援することで、意欲のある市
町村の取組のステップアップを図るとともに、他市町村へ取組の水平展開を
図る。

人口減少に対応した移住者受入促進事業【H27_当初】

人口減少、少子高齢化等に伴い、買い物弱者、空き家対策など様々な地域
課題が生じており、地域における支え合いの重要性が高まってきている。地
域づくりは基本的に地域の住民・団体が担い手であり、これを支援するのが
市町村の役割との前提の下、住民・団体・市町村の自立的・継続的な取組を
促進する。

人口減少や少子化・高齢化の進行により、地域のコミュニティ機能の低下
が見られる中、社会参加活動に積極的に取り組むアクティブシニアを育成
し、子どもたちの「生きる力」と郷土に対する愛着と誇りを育む教育活動を
地域で支える仕組みづくりを進める。

※アクティブシニア：社会参加活動に積極的に取り組むシニア世代とプレシニア世代（シニ
ア世代の前段階）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【H26_2月補正】 千円

千円

持続的「里なりわい」調査・促進緊急対策事業 千円

三八地域いきいき元気な地域づくり事業 千円

人口減少が著しい上磯地域において、パイロット的な取組として、町、学
識者、地域県民局などで構成する研究会を設置し、「国勢調査小地域」単位
等での人口推計や地域資源の再整理などを行った上で、小地域ごとの課題と
対応方策や持続性のある稼ぐ術（「里なりわい」）等を検討し、町・地域住
民・県などがそれぞれの役割分担に応じた工程表を整理する。

農山漁村「地域経営」担い手育成システム確立促進事業

アクティブシニアによる地域の未来応援事業

千円

「地域経営」担い手育成システム確立促進事業【H27_当初】

事業数22、事業費408,300千円

急激な人口減少に歯止めをかけ、地域の活力を維持していくため、子育てしやすい環境づくりや若
年層の県内定着を促進するための雇用の創出・拡大、移住者の受入促進などを進める。

「地域経営」担い手育成システム確立促進事業【H26_2月補正】
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新 21,151 健康福祉部

新 9,278 千円 健康福祉部

新 4,616 千円 商工労働部

新 13,014 千円 商工労働部

新 1,762 千円 県土整備部

新 3,274 千円 中南地域県民局

新 2,640 千円 下北地域県民局

新 あおもり暮らし情報発信サイト整備事業【H26_2月補正】 12,000 千円 企画政策部

新 あおもりＵＩＪターン促進支援事業【H26_2月補正】 44,225 千円 商工労働部

移住候補地として高い潜在力を持つ中南地域において、意欲のある市町村
の移住・交流受入態勢づくりを支援するため、暮らし・生業体験を行うプロ
グラムを作成し、首都圏からの体験ツアーを実施するとともに、ＳＮＳ等で
中南地域の生活圏としての魅力や居住イメージを発信する。

女性技術者が働く環境の改善や女性の入職促進を図るため、県内建設企業
の実態調査を実施するとともに、女性技術者のネットワーク会議及びフォー
ラムを開催する。

県内外取引拡大方策構築事業

「地域経済分析システム」の活用等により県内外取引の中核となる企業等
を抽出し、取引拡大に向けたヒアリング調査やマッチング試行のほか、外貨
獲得に挑む人財育成などにより、外貨獲得と域内循環の促進を図る。

コンタクトセンターの事業拡大を促進するため、求職者を対象とした就業
体験セミナーを実施するとともに、誘致企業が行う研修事業への補助や求人
広告掲載による支援を行う。

コンタクトセンター産業活性化促進事業

女性建設技術者活き活き事業

まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき国が地方移住に必要となる生活
関連情報等の一元的な情報提供システム「全国移住ナビ（仮称）」を整備す
ることに対応し、既存の移住・交流総合サイト「あおもりライフ」を拡充
し、データベース検索機能等を持った青森県版のポータルサイトを整備す
る。

県出身者等の県内企業への就職を促進するため、県内求人情報のポータル
サイトを開設するとともに、県内企業とＵＩＪターン希望者のマッチングや
転職フェア出展を支援する。

下北ドボジョスキルアップ事業

中南地域移住・交流サポートモデル事業

下北の建設業に従事している女性を対象とした現場研修、専門研修を実施
し、研修で得られた知見や女性の視点を生かし、中学生向けのわかりやすい
教材を作成するとともに現場見学会を開催する。また、下北ドボジョのスキ
ルアップを支援することにより、活躍推進と土木の魅力を発信し、若年層の
土木離れの防止、地元出身建設従事者の増加を目指す。

多様な保育ニーズに応じた満足度の高い保育サービスを提供するため、三
ツ星保育支援センターを核とし、利便性の高い「まちなか保育」の充実に向
けた調整を行うとともに、質の高い保育士等の育成・確保・定着を図る。

子どもの貧困の連鎖防止に向け、生活困窮世帯及びひとり親世帯における
児童等の学習意欲の喚起等を図るため、これらの児童等に対する学習支援の
あり方を検討するとともに、学習講習会を実施する。

こどもサポートゼミ開催事業

三ツ星保育支援センター運営事業 千円
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新 ＵＩＪターンプロフェッショナル人財受入事業費補助 50,000 千円 商工労働部

【H26_2月補正】

新 誘致企業県外技術系人財確保支援事業【H26_2月補正】 25,153 千円 商工労働部

新 あおもり型創業ジャンプアップ事業【H26_2月補正】 37,219 千円 商工労働部

新 誘致企業機能移転促進策調査事業【H26_2月補正】 10,814 千円 商工労働部

新 若年者人材確保・定着促進強化事業【H26_2月補正】 39,685 千円 商工労働部

(再掲) 新 子育て女性の就職応援事業 17,046 千円 商工労働部

若者世代ウェルカムあおもり推進体制整備事業 9,881 千円 企画政策部

つながる県民プロジェクト事業 4,046 千円 企画政策部

あおもり出会い・結婚応援事業【H26_2月補正】 14,591 千円 健康福祉部

あおもり型創業・起業育成事業 13,000 千円 商工労働部

原子力人材育成・研究開発拠点施設開設準備事業 20,845 千円 エネルギー総合対策局

上北地域若手農業者ハッピーライフ推進モデル事業 1,080 千円 上北地域県民局

３　交流人口を増やす仕組みをつくる

新 14,470 企画政策部

新 24,000 企画政策部

新 12,359 千円 農林水産部

津軽海峡交流圏ラムダ作戦会議の運営、北海道との連携・調整、「マギュ
ロウ」による情報発信などにより、津軽海峡交流圏形成促進を図る。

北海道新幹線開業のＰＲと開業効果獲得に向けた県民の気運醸成を図るた
め、開業記念式典やトップセールスイベントを北海道等と連携して実施する
とともに、カウントダウンボードの設置やリーフレット等による情報発信を
行う。

本県への更なる誘客の拡大に向け、国内では北海道と首都圏等を重点地区
として商談会の開催やガイドブック作成等によるプロモーション活動の強化
を図る。また、海外では台湾とタイを重点地区とし、台湾との学校交流メ
ニューの作成や、タイにおける誘客に向けたマーケティング調査を行い、海
外からの教育旅行生等の拡大を図る。

千円

グリーン・ツーリズム新規需要創出事業【H26_2月補正】

事業数19、事業費328,153千円

千円

北海道新幹線開業カウントダウン事業

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
進める。また、北海道新幹線の開業に的確に対応し、開業効果の最大限の活用に取り組む。

λ（ラムダ）プロジェクト加速化事業

ＵＩＪターン希望者や若者・女性の創業を促進するため、起業構想の具体
化から起業初期までの各段階において、起業者が直面する課題解決に向けた
支援を総合的に行う。

県内中小企業等が大都市圏に在住する「プロフェッショナル人財」を出向
又は有期雇用で受け入れる場合に、その経費の一部を補助する。

誘致企業の事業拡大や定着促進を図るため、県外に在住する専門的技術系
人財の確保に向けた支援を行う。
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新 16,412 千円 県土整備部

観光国際戦略局

新 80,000 観光国際戦略局

新 1,978 千円 観光国際戦略局

新 36,133 千円 観光国際戦略局

新 18,479 千円 観光国際戦略局

新 4,444 千円 東青地域県民局

道南の生徒への青森の魅力発信事業 8,083 千円 総務部

津軽海峡交流圏フリーパス構築事業 1,579 千円 企画政策部

奥津軽いまべつ駅二次交通等整備促進事業 11,816 千円 企画政策部

「発展、県美力」戦略強化事業 7,995 千円 観光国際戦略局

観光地域づくり推進事業 7,422 千円 観光国際戦略局

観光客誘客推進パワーアップ事業 13,830 千円 観光国際戦略局

観光おもてなしブラッシュアップ事業【H26_2月補正】 25,214 千円 観光国際戦略局

北海道新幹線「奥津軽いまべつ駅」開業に向けた戦略展開事業 28,182 千円 東青地域県民局

2,949 千円 東青地域県民局

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 12,808 千円 西北地域県民局

化モデル事業

東青地域ならではの体験型観光の仕組み構築と、北海道新幹線開業効果の
持続的な獲得に向け、フィッシング、トレッキング、サイクリングにおい
て、重点的に地域の受入環境を整備する。

クルーズ船の寄港の更なる拡大に向け、ヨーロッパ・アジアを中心とした
セールス活動や見本市出展等によるプロモーション活動の強化、船社キー
パーソン招へい等によるネットワーク強化、埠頭の環境整備などによる全県
的な歓迎体制の強化を図る。

北海道新幹線開業効果を最大限獲得し、その効果を持続させるため、ＪＲ
グループ６社の協力の下で実施される青森県・函館デスティネーションキャ
ンペーン（平成28年7月～9月）を推進するためのプロモーション活動を実施
する。

東青地域アクティビティ推進事業

魅力ある観光コンテンツ開発事業【H26_2月補正】

本県観光資源の優位性を生かし、国内外の富裕層や趣味嗜好にこだわりを
持つ女性やアクティブシニア層などターゲットを明確にして、青森ならでは
の魅力を強く印象付ける観光コンテンツの開発、受入態勢の整備、戦略的情
報発信等を行う。

青函広域観光連携事業【H26_2月補正】

青函圏サイクル・ツーリズム推進事業

青森県・函館デスティネーションキャンペーン推進事業

北海道新幹線「奥津軽いまべつ駅」開業効果に向けた観光拠点

千円

北海道新幹線開業に向け、自然景観や食など本県の特色を生かしたサイク
ル・ツーリズムを確立するとともに、道南エリアと連携した広域的な取組を
展開し、新たな観光客の獲得及び観光客の周遊・滞在時間の延長を図る。

クルーズ船寄港拡大事業

北海道新幹線開業効果を最大限獲得するため、北海道と連携し、共同で本
県及び道南エリアの観光資源を首都圏等でＰＲする。
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新 24,340 健康福祉部

新 9,000 農林水産部

新 4,369 教育庁

新 8,448 教育庁

（未来デザイン県民会議枠）

新 4,247 中南地域県民局

新 2,150 西北地域県民局

　戦略プロジェクト2
　　健康長寿県プロジェクト

歯科口腔保健推進事業（学校での歯・口の健康づくり推進事業） 千円

どんどんスポーツ・みんなで健康推進事業

健やか力総合推進事業 千円

１　地域を挙げて取り組む「健活」
事業数18、事業費177,397千円

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
習慣定着や地域の特性を踏まえた地域ごとの健康づくりに取り組む。

千円

【事業数29、事業費396,709千円】

健康づくりに関するデータの収集・分析や企業・団体等における健康づく
りリーダーの養成を行うとともに、働く世代を中心とした食生活、運動など
の生活習慣の改善や若い世代からの喫煙防止対策などを推進し、県民の健や
か力の更なる向上と定着を図る。

学校での歯・口の健康づくりを推進するため、教員等の指導力向上を目的
とした研修会を開催するとともに、歯と口の健康に関する図画・ポスターコ
ンクール等の入賞作品を集めたカレンダーを作成し、学校で活用することに
よる啓発活動などに取り組む。

　県民が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、豊かな自然や食を生かしなが
ら、働き盛り世代をはじめライフステージに応じた生活習慣の改善やスポーツを通じた健康づくりを、
地域・家庭、職場、学校など社会全体で積極的に進めるとともに、保健・医療・福祉サービスの充実を
含めた生活習慣病対策やこころの健康づくりを強化する。

県民の食生活を改善するため、「あおもり食命人」のスキルアップを図る
とともに組織化・自立化を促し、地域貢献活動（食育活動等）ができるよう
にするための体制づくりを支援する。

学生の多い中南地域の特性を生かし、喫煙対策を切り口とした若者目線で
の各種調査や分析・発表等を通じ、若者の健康意識の向上と受動喫煙防止対
策の向上を図る。また、ピアリーダーの育成により、若い時期から「健やか
力」を身に付けられる環境づくりを推進する。

働き盛り世代の早世の減少に向けて、協会けんぽ加入者の特定健診・がん
検診の受診率の向上を図るため、企業トップに対する働きかけ等を行うとと
もに、地域保健関係者等による連携・強化策の検討を行う。

千円

西北地域働く人の健やか地域づくり構築事業 千円

喫煙対策からはじめる若者「健やか力」向上事業 千円

あおもり食命人自立活動支援事業

スポーツを通じた健康づくり推進のため、スポーツへの意欲向上を目的と
したアスリートとの交流会や健康づくり教室、シンポジウムを開催する。
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味感を育む「だし活」事業　 10,024 千円 農林水産部

さあ始めよう！あおもり「健活」推進事業 36,050 千円 健康福祉部

歯科口腔保健推進事業 8,031 千円 健康福祉部

保育所発！子ども元気スリムプラン事業 8,881 千円 健康福祉部

あおもりロコトレ・チャレンジ事業 10,218 千円 健康福祉部

元気あおもり健康づくり商店街推進事業 4,957 千円 商工労働部

野菜で健康大作戦事業 10,000 千円 農林水産部

青森りんご食育パワーアップ推進事業 2,955 千円 農林水産部

子ども健康促進事業 15,445 千円 教育庁

西北地域環境活用型健康づくり応援事業 4,955 千円 西北地域県民局

おいしい空気でおもてなし推進事業 974 千円 西北地域県民局

下北地域健康なまちづくり事業 12,353 千円 下北地域県民局
下北教育事務所

２　自然環境や地域資源を生かした健康づくり

新 5,108 東青地域県民局

新 3,931 下北地域県民局

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 18,509 千円 環境生活部

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 17,460 千円 県土整備部

ラン＆バイクで健康増進観光推進事業 3,064 千円 中南地域県民局

体感する小川原湖推進事業 3,664 千円 上北地域県民局

奥津軽いまべつ地域における海藻漁業の経営安定化のため、灰干しワカメ
等の海藻加工技術の伝承及び海藻製品の販売促進を図るとともに、健康的な
海藻食について調査・ＰＲすることにより、海藻の消費拡大と健康的な海藻
食文化の普及を図る。

千円

奥津軽いまべつの海藻資源で健康・長寿なまちづくり事業 千円

下北地域の住民が、保健保安林等を活用した健康づくりを行うため、森林
ウォーキングマップの作成、モデルコースでの森林ウォーキングの実施、モ
デルコースを活用した林業体験活動を実施する。

下北地域健康なまちづくり事業
（下北健康アップ森林もりもり推進事業）

事業数6、事業費51,736千円

青森県の強みである豊かな自然環境をはじ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る。

減塩による健康寿命の延伸と県産農林水産物の付加価値向上を図るため、
県産素材を利用した「だし」商品を開発するとともに、減塩定着に向け家庭
や地域におけるだしの活用を促進する。

（健康アップ体制推進事業・おいしい＆ヘルシースマート下北
事業・下北健康ウォーキング＆ジョギングロード推進事業・下
北の子どもと家庭のヘルスアップ事業）
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３　地域の保健・医療・福祉をサポート

新 6,253 健康福祉部

新 37,963 千円 健康福祉部

新 110,484 商工労働部

予防を重視した包括ケアシステム促進事業 5,116 千円 健康福祉部

若手医師のキャリアデザインサポート事業 7,760 千円 健康福祉部

「青森ライフイノベーション戦略」に掲げるライフ（医療・健康・福祉）
関連産業分野での取組を推進し、医工連携等による県内ものづくり企業の振
興や健康分野における新ビジネスの創出、プロテオグリカンを中心とする地
域資源活用型商品開発等を進め、本県経済を活性化させる。

青森ライフイノベーション戦略ステップアップ推進事業

市町村における認知症の早期発見・早期対応体制の整備促進を図るため、
認知症初期集中支援チームに不可欠な認知症サポート医の育成・強化を行う
とともに、地域における連携体制の構築、早期発見・早期対応等の先駆的モ
デルの構築を行う。

認知症早期発見・早期対応のための連携体制強化事業

千円

自殺の危険性の高い人の早期発見・早期対応により自殺者数を減少させる
ため、関係機関や民間団体のネットワークの充実強化を図るとともに、市町
村と連携しながら、ゲートキーパーの拡大と自殺未遂者への支援に取り組
む。

　【H26_2月補正】

千円

自殺対策重点化事業

事業数5、事業費167,576千円

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、予防を重視した包
括ケアシステムの充実、認知症対策や自殺対策の充実・強化などに取り組むとともに、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出と集積により、地域産業経済の活性化と雇用の創出を
図る。
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新 54,321 農林水産部

新 28,300 農林水産部

新 それいけ「まっしぐら」上北のお米大作戦事業 2,000 千円 上北地域県民局

新 3,334 農林水産部

新 3,349 千円 農林水産部

新 16,900 千円 農林水産部

県産原料を利用した業務用加工食品の生産を拡大するため、加工用野菜・
果実原料の生産・供給体制づくりとともに、産地・食品加工業者・実需者と
のマッチングや商品開発アドバイス、勉強会の開催などを行う。

水田を中心とした地域農業の構造改革を図るため、地域水田農業政策転換
対応プロジェクトチームと農地中間管理機構、国内で実績を上げている専門
家との連携による農地集積・集約促進活動、経営マネジメントの支援活動を
強化し、先進モデルを育成する。

地域農業の構造改革先進モデル育成事業

　戦略プロジェクト3
　　食でとことんプロジェクト

水田農業の革新技術緊急普及事業 千円

【事業数33、事業費362,653千円】
　地域資源を生かし、県内での付加価値を増加させ、県産品のブランド化を進めるため、戦略的な情報
発信・販路拡大に向けた取組を強化するとともに、消費者ニーズに対応した生産振興や安全・安心な農
林水産物等の供給体制の構築を進めるほか、これらの取組を支える人財の育成を強化する。

産地連携・ニーズ対応型業務用加工食品拡大推進事業

あおもり米「青天の霹靂」ブランド確立対策事業 千円

１　食の生産力・商品力を極める

事業数17、事業費196,266千円

本県の高い食料自給率や米、野菜、果実、畜産物、水産物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
を整える。

新品種「青天の霹靂」が本格デビューする平成27年からの３年間をブラン
ド形成の重点期間と位置付け、生産量が少ない27年度については、ターゲッ
トを絞り込みながら、メディアやＷｅｂを活用したイメージ戦略の展開や新
品種に対する県民の応援気運の醸成、新品種の試食キャンペーンなどを行
う。

水田農業の再構築を図るため、産業技術センターが開発した低コスト生産
等の革新技術等について、同センターと農業普及振興室が連携しながら、そ
の実証と地域の状況に応じた指導により早期普及を図る仕組みづくりを行
う。

米活で青森ブランド確立推進事業　（庁内ベンチャー事業枠） 千円

新品種「青天の霹靂」のブランド化を通じて「青森ブランド」の確立を推
進するため、首都圏の街頭や小売店の店頭などで、「青天の霹靂」の積極的
なセールスプロモーションを行う。

品質と味自慢の優等生である「まっしぐら」の更なる売り込みと県産野菜
とのセット販売等の可能性を探るため、大都市圏の米卸売業者、中食業者等
実需者との意見交換を行うとともに、各種イベントを通じた情報発信を他地
域県民局とも連携しながら行う。
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新 9,482 農林水産部

新 4,625 農林水産部

新 9,109 農林水産部

新 6,538 商工労働部

新 2,339 中南地域県民局

「地域の６次産業化」推進事業【H26_2月補正】 12,200 千円 農林水産部

あおもり産品販売力強化促進事業【H26_2月補正】 16,473 千円 農林水産部

羽ばたくあおもり米新品種ブランド化推進事業 20,572 千円 農林水産部

「津軽海峡本まぐろ」の漁獲アップ・高活用化事業 1,448 千円 東青地域県民局

三八地域和牛の郷づくり事業 2,265 千円 三八地域県民局

船上からつなぐ下北水産物高品質化推進事業 3,011 千円 下北地域県民局

２　食の販売力を極める

新 4,552 農林水産部

新 4,718 観光国際戦略局

ほ場整備の低コスト化に向けて、今後の営農見通し等を押さえた上で現場
条件に合った必要最低限の整備水準等の県独自基準を取り決める。また、実
証ほ場で低コスト化技術の試験施工を実施するとともに、ほ場整備工事の技
術力向上のため、建設業者を対象とした研修会を開催する。

ミニトマトを導入した水稲・果樹複合経営による生産者の所得向上を図る
ため、産地化・ブランド化に向けた戦略会議を設置するとともに、新規栽培
者等へのフォローアップ、品種選定試験等を実施し、中南地域の農業活性化
につなげる。

実需者ニーズに対応できる果樹生産者の育成を図るため、生産者の経営
力・商談力の向上や実需者等との連携によるカットりんご専用園を取り入れ
た経営の実証等を行う。

あおもり型ほ場整備低コスト化推進事業 千円

「つがるのミニトマト」生産拡大推進事業 千円

弘前地域研究所が蓄積してきた研究成果や商品開発支援事例を活用し、産
学官の連携の下、県内企業への総合的な商品開発支援を実施してその成果を
発表するなど、「売れる商品づくり」のプロセスを普及させ、地域産業の振
興につなげる。

青森の食のコミュニティ展開事業 千円

在住外国人活用県産食材海外ローカライズ促進事業 千円

県産品の食文化や作り手の技術・想いといった“コト” 情報をメインに
発信するイベントを通じて、青森の食ファンが集うコミュニティを形成し、
自主的なファン活動への進展を目指す。

県産農林水産物の輸出拡大を図るため、留学生等を活用して県産食材を使
用した母国料理のレシピを作成し県内輸出業者などに提供するとともに、海
外ネットワーク等を活用して情報発信を行う。

事業数7、事業費38,007千円

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、外貨獲得を推進する。

果樹経営マーケットイン拡大サポート事業 千円

あおもり和牛全国評価向上対策事業 千円

商品開発支援体制強化事業 千円

あおもり和牛の全国的な評価向上と安定的な生産を図るため、全国和牛能
力共進会での上位入賞に向けた出品強化対策に取り組むとともに、繁殖雌牛
の分娩間隔を短縮するための技術指導により繁殖成績の優秀な雌牛の選定や
地域内確保にも取り組み、肉牛農家の経営力向上につなげる。
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新 2,051 上北地域県民局

物流関連企業と連携した県産農林水産物販路拡大事業 3,997 千円 農林水産部

青函連携「食と観光」タイアップキャンペーン事業 8,181 千円 農林水産部

台湾向け青森りんごレベルアップ事業 5,147 千円 観光国際戦略局

東南アジア農林水産物輸出エリア拡大事業 9,361 千円 観光国際戦略局

３　安全・安心で環境にやさしい食を極める

あおもり食品ブランド力強化支援事業 7,137 千円 健康福祉部

農業ＩＣＴ導入実証モデル事業 36,779 千円 農林水産部

土づくり、ＧＡＰ、エコで築く持続的な農業推進事業 6,290 千円 農林水産部

４　食を支える人づくりを極める

新 2,036 上北地域県民局

新 3,303 千円 上北地域県民局

りんご輸出チャレンジャー育成事業 3,049 千円 農林水産部

中間加工強化対策事業 59,000 千円 農林水産部

「青森の正直」県産品とことん売り込め人財育成事業 9,200 千円 農林水産部

次世代野菜産地プロデュース事業 1,586 千円 上北地域県民局

心と身体に届く「上北薬膳」を楽しむ旅開発事業

事業数3、事業費50,206千円

千円

上北地域の特徴ある水産資源や豊富な野菜等を活用し、薬草なども組み合
わせて、栄養的にもバランスのとれたユニークな「上北薬膳」メニューを開
発することにより、上北ならではの食コンテンツとして観光ツアー等で提供
する。

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する。

若手農業女性が楽しく参加しやすい「美」「食」と「農業」を組み合わせ
た講座を開講し、若手農業女性のネットワーク化を図るとともに、上北地域
の農業、農産物を女子目線で県内外へ広く情報発信し、ＰＲする。

若手モデル農家における先進技術の実践及び後継者間の技術の普及を図る
とともに、地域内外の後継者の意見交換会、学生への後継者の出前授業及び
イベントでのＰＲ活動等を通じて広域での連携強化を進める。

明日へつなぐ上北肉用牛後継者育成支援事業

事業数6、事業費78,174千円

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る。

「かみきた畑美人」美・食・楽クローズアップ事業 千円
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1 0

新 7,912 千円 商工労働部

新 1,685 千円 農林水産部

新 5,377 千円 農林水産部

新 10,385 千円 農林水産部

新 4,905 千円 農林水産部

新 6,100 千円 農林水産部

新 畜産競争力強化緊急整備事業【H26_2月補正】 200,000 千円 農林水産部

新 学校給食県産品供給・利用拡大事業 2,420 千円 農林水産部

新 「青森の食」総合的情報発信事業 27,589 千円 農林水産部

新 あおもり米競争力強化事業 1,076 千円 農林水産部

新 県産きのこ原木供給体制整備事業 11,640 千円 農林水産部

農工連携成長産業化支援事業 8,561 千円 商工労働部

あおもり農工ベストミックス連携加速化推進事業 5,668 千円 商工労働部

野菜・畑作物産地条件整備事業（条件整備事業）【H27_当初分】 97,307 千円 農林水産部

野菜・畑作物産地条件整備事業（条件整備事業）【H26_2月補正】 96,750 千円 農林水産部

ブランド化促進事業 4,443 千円 農林水産部

青森県物産振興協会運営事業 4,315 千円 農林水産部

需要創出型県内製品モデル開発事業 8,135 千円 農林水産部

青森シャモロック振興総合対策事業 2,260 千円 農林水産部

　戦略キーワード１
　　地域資源の活用と競争力強化で稼ぐ「正直で本物」の生業づくり

１　アグリ（農林水産業）分野の成長産業化

　急速に進展する経済のグローバル化の流れを捉え、今後の成長分野と位置付けた「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
連産業について、本県ならではの地域資源を活用するとともに、競争力の強化や海外展開に重点的に取り
組み、県民一人ひとりの経済的基盤の確立を図る。

食品工場生産性改善普及事業

【事業数136、事業費12,895,507千円】

こだわりの県産牛肉生産推進事業

県産ＬＶＬ普及推進事業

本県の食品工場を対象とした工場診断と改善効果の普及啓発に向けた取組を行
い、県内食料品製造業の生産性改善による競争力向上を集中的に支援する。

漁村地域の活性化及び漁協の経営基盤を強化するため、浜の活力再生プランを作
成した地域の自主的な取組及び漁協再編に向けた新たな取組を支援する。

工務店など、建築用木材を扱う業者を対象とした研修会を開催し、県産ＬＶＬの
特徴や施工方法について普及を図り、スギをはじめとする県産材の地産地消を促進
する。

いか釣り漁業の効率的操業体制を確立し、漁業者の経営改善を図るため、国等が
開発した探索モデルを活用した、本県独自のあかいか漁場探索技術を開発する。

経済性とおいしさを両立できる赤身主体の和牛肉の生産振興に向け、生産性を重
視した種雄牛選抜に取り組む。また、肥育生産技術の確立と普及を図るため、肥育
試験による生産実証を行う。さらに、県内消費者への認知度向上と消費拡大に向け
た取組を展開する。

ほたてがい養殖の総合的な付着生物対策事業

あかいか漁場予測システム実用化事業

浜の活力再生促進事業

ほたてがい養殖施設の効率的な管理を推進するため、生物付着軽減資材を利用し
た養殖実証や総合的な付着軽減対策を普及する。
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青森の豊かな海が創る「おさかな自慢」ＰＲ推進事業 4,980 千円 農林水産部

(一部再掲) あおもり産品販売力強化・販路拡大事業【H26_2月補正】 178,000 千円 農林水産部

（うち、食でとことんプロジェクト事業を除く事業費 161,527 千円 ）

高付加価値技術創出実証モデル事業 15,527 千円 農林水産部

産地・実需者コーディネート推進事業 8,242 千円 農林水産部

フラッグシップ製品創出事業 5,510 千円 農林水産部

「日本一健康な土づくり運動」推進事業 2,598 千円 農林水産部

経営所得安定対策直接支払推進事業 173,032 千円 農林水産部

地域循環型新規需要米利用拡大事業 3,160 千円 農林水産部

冬の農業生産体制強化事業 3,712 千円 農林水産部

果樹産地総合整備事業 37,500 千円 農林水産部

特産果樹産地育成・ブランド確立事業 8,181 千円 農林水産部

あおもり食産業を守る獣医師確保・育成対策事業 5,911 千円 農林水産部

あおもり産野生きのこ安全性実証事業 6,320 千円 農林水産部

さけ・ます種苗放流事業 131,211 千円 農林水産部

震災被災地増殖場資源回復事業 16,343 千円 農林水産部

青森にんにく安心技術確立事業 16,167 千円 農林水産部

黄色りんごレベルアップ緊急対策事業 7,305 千円 農林水産部

ながいも産地生産力レベルアップ事業 5,257 千円 農林水産部

県育成デルフィニウム産地化推進事業 1,768 千円 農林水産部

りんご防除体制強化モデル事業 1,310 千円 農林水産部

特産水産物がリードする豊かな海づくり事業 11,301 千円 農林水産部

鳥獣被害防止対策体制整備支援事業 5,028 千円 農林水産部

酪農経営基盤強化促進事業 8,056 千円 農林水産部

あおもり食産業づくり推進事業 6,077 千円 農林水産部

農福連携による障害者就労促進事業 3,911 千円 農林水産部

水産加工原料安定化緊急対策事業 6,726 千円 農林水産部

６次産業化ネットワーク活動事業 164,600 千円 農林水産部

アジア輸出拡大戦略事業 17,974 千円 観光国際戦略局

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

商店街を中心とした課題解決型街づくり支援事業 3,700 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 1 0

新 4,562 千円 エネルギー総合対策局

新 7,803 千円 エネルギー総合対策局

風力発電事業導入支援資金利子補給費補助 33,060 千円 エネルギー総合対策局

エネルギー産業振興戦略構築事業 5,800 千円 エネルギー総合対策局

海洋エネルギー関連産業創出推進事業 5,722 千円 エネルギー総合対策局

エネルギーマネジメント関連産業創出事業 6,901 千円 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 18,645 千円 エネルギー総合対策局

原子力発電施設等研修事業 12,374 千円 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 7,896 千円 エネルギー総合対策局

国際核融合拠点環境整備事業 77,225 千円 エネルギー総合対策局

次世代自動車活用促進事業

次世代自動車の普及促進を図るため、奥津軽いまべつ駅を起点としたＥＶ・ＰＨ
Ｖの特定地域内における利活用モデルを構築するとともに、次世代自動車普及啓発
セミナー等を開催する。

地中熱の利用促進及び関連産業の振興を図るため、公共施設での地中熱利用シス
テム導入に向けたモデル事業を検討するとともに、啓発セミナーや体感型見学説明
会を開催する。

地中熱導入促進事業
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原子力人材育成・研究開発拠点施設整備事業 640,946 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 1 0

新 6,563 千円 観光国際戦略局

新 106,132 千円 観光国際戦略局

新 5,186 千円 観光国際戦略局

新 9,199 千円 観光国際戦略局

新 8,316 千円 観光国際戦略局

新 コンテンツツーリズム推進事業　（庁内ベンチャー事業枠） 15,425 千円 観光国際戦略局

三陸ジオパーク推進事業 1,274 千円 総務部

移住・交流推進事業 1,732 千円 企画政策部

縄文遺跡群国営歴史公園化促進事業 192 千円 県土整備部

青森県・函館誘客促進プロモーション事業【H26_2月補正】 346,000 千円 観光国際戦略局

観光マインドアップ事業【H26_2月補正】 82,358 千円 観光国際戦略局

観光コンテンツパワーアップ推進事業 8,742 千円 観光国際戦略局

あおもりツーリズム創発事業 4,420 千円 観光国際戦略局

地域発・選ばれる観光商品づくり推進事業 4,505 千円 観光国際戦略局

まるごとあおもりインフルエンサー獲得事業 23,472 千円 観光国際戦略局

十和田湖冬物語開催費補助 11,000 千円 観光国際戦略局

「あおもり冬紀行」推進事業 8,191 千円 観光国際戦略局

名古屋地区誘客促進事業 8,665 千円 観光国際戦略局

関西圏誘客促進強化事業 9,022 千円 観光国際戦略局

韓国人観光客誘致拡大事業 2,160 千円 観光国際戦略局

冬の八甲田山の魅力発信強化事業 3,249 千円 観光国際戦略局

東アジア・ＡＳＥＡＮ向け情報番組制作事業 5,456 千円 観光国際戦略局

韓国ＭＩＣＥ誘致促進事業 2,529 千円 観光国際戦略局

外国人観光客受入体制整備事業 1,975 千円 観光国際戦略局

青森県観光案内所運営事業 5,082 千円 観光国際戦略局

青森県観光情報ネットワークシステム運営事業 4,686 千円 観光国際戦略局

海外からのＭＩＣＥ（企業研修、報奨旅行等）の誘致拡大を図るため、観光需要
の拡大する東アジア及び東南アジアをターゲットに、青森りんごをはじめとする本
県の強みを活用した誘致ＰＲ活動を実施し、新規市場を開拓する。

本県の外国人観光客の大勢を占める韓国、台湾、中国、香港を重点地域として、
メディアの活用による知名度の向上を図るとともに、トップセールスや旅行エー
ジェントと連携してのＰＲ活動等を行い誘客を拡大する。

東南アジアからの誘客を促進するため、旅行博出展やメディア・旅行エージェン
トの招へい、タイでの青森りんごフェアでの観光ＰＲを実施し、観光地としての知
名度向上を図る。

海外ＭＩＣＥ誘致拡大事業

国際観光重点エリア誘客拡大事業【H26_2月補正】

東南アジア誘客促進事業

豪州誘客促進事業

外国人旅行者の受入環境を改善するため、外国人個人旅行者向けの観光ルートを
構築するとともに、民間事業者によるモデル的取組に対する支援等を行う。

本県への宿泊者数が増加しているオーストラリアからの誘客を促進するため、広
告掲載、メディア招へい等のＰＲ、旅行エージェントのネットワーク強化を行い、
冬季観光の定着及び冬季以外の観光資源の知名度向上を図る。

インバウンド受入環境改善加速化事業【H26_2月補正】
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５　青森県の強みを生かした地域産業の振興 1 0

新 16,433 千円 商工労働部

新 27,006 千円 商工労働部

新 7,180 千円 エネルギー総合対策局

新 13,960 千円 商工労働部

新 20,854 千円 観光国際戦略局

新 9,704 千円 観光国際戦略局

新 知財技術・デザイン導入加速化事業【H26_2月補正】 10,250 千円 商工労働部

新 知的財産総合活用促進事業 6,299 千円 商工労働部

生業づくり推進事業 3,991 千円 企画政策部

ビジネスにおける統計データ利活用推進事業 937 千円 企画政策部

知的財産事業展開促進事業 7,309 千円 商工労働部

あおもり産学官金連携強化支援事業 27,633 千円 商工労働部

あおもり知的財産戦略推進事業 9,568 千円 商工労働部

ＬＮＧ利活用産業事業化検討支援事業 3,676 千円 商工労働部

創業・成長産業推進金融対策事業費補助 89,924 千円 商工労働部

「売り上手あおもり」推進事業 2,500 千円 商工労働部

ビジネスサポートステーション運営事業 25,876 千円 商工労働部

あおもり元気企業販路拡大支援事業 2,720 千円 商工労働部

伝統工芸価値再発見プロモーション促進事業 5,948 千円 商工労働部

ターゲット産業立地推進事業 26,166 千円 商工労働部

青森県産業立地促進費補助 1,525,048 千円 商工労働部

（債務負担行為設定額　3,000,000千円）

テレマーケティング関連産業立地促進費補助 105,247 千円 商工労働部

（債務負担行為設定額　300,000千円）

自動車関連産業集積促進事業 9,722 千円 商工労働部

技術シーズ活用型農工連携加速化事業

協業型新時代ＩＴビジネス推進事業

県内ものづくり中小企業海外取引拡大支援事業

産業技術センターや大学等が保有する技術シーズを活用して、県内製造業者等が
農林水産業の現場が求める新製品の開発や現場実証を実施する取組を支援し、農工
連携を促進することで、県内製造業と農林水産業の活性化を図る。

青森県でのＩＴビジネスの課題である受託依存、自社開発経験の不足、企業・団
体間連携の不十分さなどを解消し、受注機会の拡大と実績構築、自社サービス開発
体制の構築等を実現するため、県内ＩＴ企業間の協業を促進する取組を進める。

自動車・ものづくり産業基盤育成事業

むつ小川原先進プロジェクト支援事業

東アジアビジネス重点支援事業

東アジア地域でのこれまでの取組によるネットワーク等を活用し、物産・観光連
携によるビジネスツアーの実施やコーディネーターの配置等を行い、県内企業の海
外ビジネス展開を支援する。

工業製品の輸出拡大を推進するため、アドバイザーによる助言及び商談機
会の提供等の支援を行い、県内企業の取組意欲の喚起及び輸出拡大に取り組
む企業の裾野拡大を図る。

自動車関連産業を中心とするものづくり分野への参入意欲の高い県内企業の経営
力、現場力（技術力・改善力）、提案力を向上させるため、（公財）２１あおもり
産業総合支援センターとの連携により、セミナーや企業個別指導、マッチング支援
等を行う。

むつ小川原開発地区における浮体式ＬＮＧ基地及びＬＮＧ火力発電所の一体的・
効率的な整備実現に向けた協議会を設置・運営するとともに、課題解決のための具
体的方策の調査・検討等を行う。
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誘致企業人財力確保支援事業 7,772 千円 商工労働部

誘致企業地域連携推進事業 2,093 千円 商工労働部

働きたくなる建設業発信事業 2,582 千円 県土整備部

建設産業新分野進出ブラッシュアップ事業 6,730 千円 県土整備部

八戸港コンテナ貨物震災復興推進事業 38,200 千円 県土整備部

ロジスティクス推進事業 24,000 千円 県土整備部

青い森の建設新技術活用促進事業 4,067 千円 県土整備部

東南アジア販路開拓中小企業支援事業 14,522 千円 観光国際戦略局

むつ小川原港利活用戦略推進事業 4,413 千円 エネルギー総合対策局

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 1 0

新 15,392 千円 商工労働部

新 20,216 千円 企画政策部

新 30,356 千円 企画政策部

　【H26_2月補正】

新 12,538 千円 企画政策部

新 8,932 千円 企画政策部

新 9,900 千円 企画政策部

新 地域しごと支援事業【H26_2月補正】 301,811 千円 商工労働部

青森・名古屋線利用強化事業 4,011 千円 企画政策部

青森空港アクセス実証事業 3,721 千円 企画政策部

青森・ソウル線安定需要創出事業 15,592 千円 企画政策部

農業アプリモデル事業 4,333 千円 企画政策部

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 10,000 千円 企画政策部

中高年就職支援事業

新たな航空需要を創出し、将来にわたる安定的な需要を確保するため、乗継利用
のＰＲのほか、（仮称）「青森の空サポータークラブ」の創設や旅行需要喚起のた
めのイベントなどを開催する。

離職を余儀なくされた中高年齢者に対し、キャリアカウンセリング、再就職セミ
ナー、短期職場実習を実施すること等により、早期の再就職を支援する。

雇用拡大と処遇改善に向けた取組を推進するため、失業者を雇用し、就業に必要
な知識・技術を習得させる「雇用拡大プロセス」と、非正規労働者の正社員化や販
路開拓支援により在職者の賃上げ等を目指す「処遇改善プロセス」を実施する。

国内航空路線利用拡大緊急事業

青森空港国際線就航20周年記念・路線維持強化事業

国際航空路線運航促進事業

ＩＣＴで地域課題解決促進事業

青森・ソウル線の安定的運航の確保のため、トップセールスの実施とともに、県
内外に就航２０周年をアピールすることにより、路線維持の機運を醸成する。あわ
せて、持続的な利用を図るための地域間交流を促進する。

航空自由化が進む東アジア諸国をターゲットとしたプロモーション等により、本
県へチャーター便を誘致し県内空港の国際線の利用促進を図る。

青い森鉄道が運ぶ沿線魅力戦略事業

青い森鉄道の特徴を生かし、様々なターゲットに対応した乗車のきっかけづくり
や地域が主体となった鉄道施設の利活用に取り組むきっかけづくりを戦略的に行
う。

行政の透明性の向上や新ビジネスの創出等に結び付けるため、オープンデータカ
タログサイトの開設とオープンデータを扱う人財育成を行うとともに、行政が保有
するデータのオープン化等を推進するための環境構築などを検討する。
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ジョブカフェあおもり運営・推進事業 91,838 千円 商工労働部

新規学校卒業者県内就職促進事業 2,559 千円 商工労働部

ＵＩＪターン人材誘致促進事業 4,184 千円 商工労働部

離職者等再就職訓練事業 712,600 千円 商工労働部

戦略産業雇用創造プロジェクト推進事業 21,594 千円 商工労働部

成長分野における人財確保育成事業 246,858 千円 商工労働部

幹線道路ネットワーク整備事業【H27_当初分】 6,202,759 千円 県土整備部

幹線道路ネットワーク整備事業【H26_2月補正】 249,334 千円 県土整備部

青森空港活性化推進事業 8,722 千円 県土整備部
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１　県民一人ひとりの健康づくりの推進 0

健康あおもり21推進事業 2,566 千円 健康福祉部

地域自殺予防情報センター運営事業 3,135 千円 健康福祉部

生活と健康をつなぐ法律相談事業 3,475 千円 健康福祉部

あおもりいのちの電話相談事業費補助 1,840 千円 健康福祉部

地域自殺対策強化事業 14,273 千円 健康福祉部

あおもり地域保健・医療・福祉総合推進事業 8,068 千円 健康福祉部

次代へつなげるあおもり食育県民運動充実事業 6,052 千円 農林水産部

あおもり食育サポーター活動推進事業 6,468 千円 農林水産部

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 0

新 8,026 千円 健康福祉部

新 市町村がん検診受診率アップ推進事業費補助 35,000 千円 健康福祉部

がん対策に係る体制強化促進事業 4,298 千円 健康福祉部

がんに負けない戦略的がん対策推進事業 26,500 千円 健康福祉部

がん情報提供システム運営事業 5,094 千円 健康福祉部

喫煙対策推進事業 3,214 千円 健康福祉部

がん診療連携拠点病院機能強化事業 56,000 千円 健康福祉部

在宅緩和ケア地域連携事業費補助 500 千円 健康福祉部

がん性疼痛評価手法普及事業 7,591 千円 健康福祉部

３　質の高い地域医療サービスの提供 0

地域医療支援センター事業 102,545 千円 健康福祉部

（うち、健康長寿県プロジェクト事業を除く事業費 94,785 千円 ）

地域周産期母子医療センター運営費補助 45,738 千円 健康福祉部

周産期医療システム運営事業 6,752 千円 健康福祉部

小児救急電話相談事業 8,347 千円 健康福祉部

小児救急医療支援実施事業運営費補助 5,526 千円 健康福祉部

ドクターヘリ運航事業 424,337 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 0

認知症対策普及支援事業 3,680 千円 健康福祉部

認知症介護実践者等養成事業 1,609 千円 健康福祉部

認知症疾患医療センター運営事業 18,389 千円 健康福祉部

高次脳機能障害支援普及事業 2,859 千円 健康福祉部

難病医療ネットワーク運営事業 10,551 千円 健康福祉部

障害者就労継続支援事業所経営力向上支援事業 2,635 千円 健康福祉部

障害者就業・生活支援センター運営事業 32,648 千円 健康福祉部

　東日本大震災の記憶を風化させることのないよう自主防災組織の結成支援など地域の防災力・減災力を
強化するとともに、老朽化した公共インフラ等への対応、防犯意識の向上や交通安全対策などに引き続き
取り組むほか、誰もが生きがいをもって、健やかに生活が送れるよう、高齢者の活躍の場づくりや共生社
会づくりに向けた取組、保健・医療・福祉サービスの充実などを進める。

　戦略キーワード２
　　いのちを守る仕組みづくりと健やかな暮らしづくり

【事業数98、事業費4,325,762千円】

がん情報コンテンツ強化事業

がんに関する正しい知識を県民に分かりやすく情報発信するため、利用者の
ニーズ等を踏まえながら、現在のがん情報システムのコンテンツを充実し、発信
力の強化を図る。

（一部再掲）
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５　安心して子どもを産み育てられる環境づくり 0

新 妊娠期からのマザーサポート推進事業費補助【H26_2月補正】 5,905 千円 健康福祉部

新 病児・病後児保育促進支援事業【H26_2月補正】 15,178 千円 健康福祉部

地域子ども・子育て支援事業費補助 1,367,385 千円 健康福祉部

子どもを産み育てやすい環境づくり強化事業費補助 50,000 千円 健康福祉部

児童虐待防止対応力アップ事業 5,667 千円 健康福祉部

特定不妊治療費助成事業 136,952 千円 健康福祉部

発達障害者支援センター運営事業 22,097 千円 健康福祉部

発達障害者支援体制整備事業 4,672 千円 健康福祉部

発達障害者支援体制促進事業 5,490 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 0

原子力施設環境放射線等監視事業 270,062 千円 環境生活部

原子力施設に係る安全確保対策事業 2,216 千円 環境生活部

緊急時連絡網整備事業 54,041 千円 環境生活部

防災活動資機材等整備事業 85,996 千円 環境生活部

緊急時対策調査・普及等事業 29,962 千円 環境生活部

モニタリング等広報事業 21,159 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 0

新 7,500 千円 県土整備部

新 防災物流インフラ強化計画策定事業 47,640 千円 県土整備部

新 地震・津波防災対策事業 43,277 千円 総務部

新 災害時ＢＣＰ策定事業 16,006 千円 総務部

新 青森県防災ホームページ機能強化事業 18,252 千円 総務部

新 自主防災組織育成強化促進事業 6,906 千円 総務部

新 体験型消防団ＰＲ事業 4,372 千円 総務部

新 県外避難者総合支援対策事業 12,902 千円 総務部

新 県民を守る「警察力」強化事業 5,963 千円 警察本部

いつでも安心「情報力」強化推進事業 5,068 千円 企画政策部

男女の視点を活かした地域防災普及啓発事業 490 千円 環境生活部

新型インフルエンザ等対策推進事業 3,443 千円 健康福祉部

海岸防災林再生クロマツ苗早期育成事業 1,940 千円 農林水産部

下北地域広域避難路確保対策事業 563,000 千円 農林水産部

下北地域広域避難路確保対策事業（道路課分） 千円 県土整備部

津波災害に負けない漁港の減災プロジェクト事業 7,766 千円 農林水産部

農地等融雪災害対策支援事業 3,087 千円 農林水産部

防災公共・災害情報提供システム構築事業 66,430 千円 県土整備部

川の防災安全総合対策事業 19,403 千円 県土整備部

河川堤防耐震性能照査事業 18,000 千円 県土整備部

津波災害警戒区域指定に関する基礎調査事業 15,428 千円 県土整備部

内閣府が平成26年４月に公表した「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガ
イドライン」では、市町村による避難判断基準の設定と、避難判断に際し県が助
言することが示されたことから、土砂災害警戒情報発表時に、市町村が迅速に避
難勧告等を発令するための補足情報を取りまとめ、市町村に提供する。

土砂災害避難判断支援事業

大規模災害時に備え、救援物資等を複数の拠点から受入れ避難所へ届けられる
ように、道路や防災拠点を調査し、防災物流インフラ強化計画を策定する。
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港湾における防災・減災対策事業 22,000 千円 県土整備部

青森空港ＢＣＰ策定事業 21,927 千円 県土整備部

８　安全・安心で快適に暮らせる生活環境づくり 0

新 5,723 千円 警察本部

新 5,026 千円 警察本部

新 9,465 千円 警察本部

新 15,300 千円 警察本部

新 「道の駅よこはま地方創生拠点」推進事業【H26_2月補正】 32,580 千円 県土整備部

新 応急仮設住宅等地元供給体制構築事業 17,890 千円 県土整備部

県税クレジット収納事業 1,427 千円 総務部

東北四県・東日本大震災復興フォーラム開催等事業 2,369 千円 総務部

生活交通バス車両緊急整備事業費補助 31,593 千円 企画政策部

地域を支える青い森鉄道線維持最適化事業 25,373 千円 企画政策部

反射材着用による交通安全推進プロジェクト事業 6,480 千円 環境生活部

消費者行政推進事業 53,000 千円 環境生活部

多重債務者対策事業 96,308 千円 環境生活部

ＤＶ被害者等総合支援事業 6,426 千円 健康福祉部

ＤＶ防止広報事業 934 千円 健康福祉部

地域生活定着支援事業 18,750 千円 健康福祉部

感染症発生動向調査事業 8,254 千円 健康福祉部

風しん抗体検査事業費補助 15,987 千円 健康福祉部

牛海綿状脳症対策事業 4,918 千円 健康福祉部

県産農畜産品の安全確保対策事業 12,538 千円 健康福祉部

流通食品安全対策重点事業 2,738 千円 健康福祉部

食品の放射性物質検査事業 3,622 千円 健康福祉部

道の駅よこはまエリアを活用し、賑わいと見守りをコンセプトとした「産業振
興」、「地域福祉」、「防災」の機能を持つ地方創生拠点化を推進する。

ＬＥＤ信号灯器着雪・凍結対策事業

交通ルール・マナー向上推進事業

シートベルトやチャイルドシートの着用率の向上を図るため、交通安全キャン
ペーンを開催するとともに、チャイルドシート着用方法等を指導助言する「チャ
イルドシート指導員」を養成する。また、高校生の自転車ルールの遵守とマナー
の向上に向け効果的な自転車教育を実施する。

ＬＥＤ車両用信号灯器に雪が付着し、信号機が見えづらくなることによる交通
障害等の防止対策を講じるため、警察本部、商工労働部ほか関係機関が連携し、
大学や試験研究機関と共同研究を行うとともに、研究成果を踏まえ、県内外の公
募企業と、寒冷・積雪地帯に向く改良型ＬＥＤ信号灯器の製品・事業化を進め
る。

サイバー犯罪被害未然防止事業

県民生活を脅かすサイバー犯罪へ対処するため、被害に遭わないための知識等
の習得や規範意識の向上を図るとともに、広報活動や教育活動を行うサイバー防
犯ボランティアを育成する。また、企業等におけるサイバー犯罪被害対策として
の情報セキュリティセミナーを開催する。

少年の規範意識ホップ・ステップ・ジャンプ事業

低年齢層の規範意識の向上を図るための取組を行うとともに、リトルＪＵＭＰ
チームによる各種活動を更に活発化させるため、中学生のＪＵＭＰチーム員によ
る指導や合同での活動を行う。また、県内全域からのＪＵＭＰチーム員やボラン
ティア等参加による「少年の規範意識向上」について考える研修会を開催し、県
全体の規範意識向上を図る。
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8,083 千円 健康福祉部

県産農林水産物放射性物質調査事業 18,326 千円 農林水産部

食の信頼確保推進事業 3,830 千円 農林水産部

被災者住宅再建支援事業費補助 66,748 千円 県土整備部

子供・女性を性犯罪等から守るための対策事業 3,020 千円 警察本部

ストーカー・ＤＶ等被害者保護対策事業 1,073 千円 警察本部

地域の絆による犯罪抑止対策事業 1,836 千円 警察本部

性暴力被害者総合支援事業 2,430 千円 警察本部

シルバー・カーライフ支援事業 6,177 千円 警察本部

（債務負担行為設定額　4,320千円）

食の安全を担う獣医師確保対策事業
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１　自然との共生と暮らしを育む環境づくり 0

新 13,748 千円 環境生活部

たからぬま

新 9,859 千円 環境生活部

新 4,613 千円 農林水産部

新 10,000 千円 農林水産部

新 白神体感自然歩道整備事業 25,755 千円 環境生活部

新 緑と水を守る地域力向上事業　（未来デザイン県民会議事業枠） 6,684 千円 環境生活部

新 あおもりエコ農産物生産拡大事業 4,518 千円 農林水産部

下北半島ニホンザル保護共生対策管理事業 1,504 千円 環境生活部

津軽地域ニホンザル保護管理対策事業 1,814 千円 環境生活部

松くい虫被害予防総合対策事業 17,019 千円 農林水産部

ナラ枯れ被害防止対策事業 1,240 千円 農林水産部

「県民環境林」スタート・プロジェクト推進事業 4,300 千円 農林水産部

間伐バリバリ推進事業 381 千円 農林水産部

環境保全型農業直接支払交付金事業 39,036 千円 農林水産部

多面的機能支払事業 1,626,227 千円 農林水産部

里地里山・田園保全再生事業 200,800 千円 農林水産部

未来につながる公共牧場活用推進事業 4,467 千円 農林水産部

豊かな生態系を育む藻場の元気復活事業

次世代につなぐ青い森再造林推進事業

宝湖「小川原湖」流域対策事業

　戦略キーワード３
　　環境負荷を低減し次世代につなぐ低炭素・循環型社会づくり

【事業数32、事業費2,044,541千円】

小川原湖へ流入する河川の汚濁負荷量及び発生源の寄与割合を把握した上で、
行政、事業者、流域住民等関係者が、小川原湖の水質改善のために取り組むべき
内容を「小川原湖」流域水環境行動指針として取りまとめ、流域住民が主体と
なって小川原湖の水環境改善への取組ができるよう普及・啓発を行う。

県民にシカに対する危機意識を啓発するとともに、適確なシカの生息状況調査
を実施し、科学的な根拠及び県民の合意に基づくニホンジカの管理計画策定に向
けた情報収集を行う。また、将来的な、計画に基づくシカ捕獲の円滑化を図るた
め、狩猟者人口の増加対策、狩猟者の資質向上対策及びモデル事業による課題の
洗い出し等を行う。

ニホンジカ初動対策事業

稚魚の保護・育成場や磯根資源の増殖の場となる藻場の維持・回復に向けて、
県がこれまで造成した藻場の実態調査と低コストで効果的な機能維持・回復技術
の確立・普及を行う。

森林資源の循環利用の促進を図るため、伐採から地拵え、造林に至る「一貫作
業システム」などの低コスト再造林の普及・実証に取り組むほか、関係機関等で
構成する協議会を設置し、再造林推進に向けた調査・検討等を行う。

　自然共生社会、低炭素・循環型社会の実現に向けて、省エネ対策の推進や再生可能エネルギーの導入促
進、廃棄物の３Ｒの推進のほか、本県の環境を保全する人財育成などを更に進める。
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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 17,950 千円 環境生活部

新 6,726 千円 環境生活部

新 5,756 千円 環境生活部

新 3,343 千円 エネルギー総合対策局

ごみゼロあおもり普及啓発事業 1,354 千円 環境生活部

リサイクル製品認定推進事業 1,923 千円 環境生活部

未利用資源等リサイクル促進事業 3,825 千円 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 10,836 千円 環境生活部

あおもりエコアクション拡大・強化事業 6,529 千円 環境生活部

あおもり型稲わら有効活用推進事業 2,025 千円 農林水産部

青森県型ＬＥＤ道路照明推進事業 4,476 千円 県土整備部

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 0

新 5,164 千円 環境生活部

環境活動推進事業 205 千円 環境生活部

環境出前講座実施事業 1,692 千円 環境生活部

環境マネジメントシステム普及推進事業 772 千円 環境生活部

住宅用太陽光発電の普及促進を図るため、グリーン電力証書事業者の運営強化
支援等を行う。

グリーン電力証書活性化太陽光発電普及支援事業

中小事業者省エネ対策アシスト事業

ごみ減量・リサイクル緊急強化事業

本県のごみ排出量とリサイクル率を全国下位から脱却させるため、市町村と連
携したキャンペーン活動を強力に展開するとともに、全県共通の取組として「雑
紙の資源回収」を推進し、県民一丸となって３Ｒに取り組む環境づくりを進める
ほか、市町村のごみ処理最適化・見える化を支援する。

大学等との協働による環境教育推進事業

県内大学と連携し、これからの環境教育等を担う若者（大学生）を育成する仕
組みを構築する。また、ＮＰＯ、事業者、大学等の各主体の協働による環境教育
等の取組を促進させるため、環境教育推進フォーラムやワークショップを実施す
るほか、協働取組のモデルとして親子を対象とした環境スクールを開催する。

県内中小事業者の経営層に対して「攻め」の姿勢で省エネ対策の重要性を周知
し、省エネの取組が事業者の経営力向上に直結することの理解を深めるととも
に、対策の実施を適切に支援することにより、自主的な取組を促進する。

地球とあおもりの未来を考える交通社会づくり事業

地球温暖化の現状及び対策の重要性や、取り組みやすい対策としてのエコドラ
イブの方法を広く発信し普及拡大を図るとともに、低炭素型交通社会づくりに向
け、全国の先進事例に学ぶセミナーの開催、地域における課題整理を行うことに
より、運輸部門からの地球温暖化対策を推進する。
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１　あおもりの未来をつくる人財の育成

新 4,694 千円 環境生活部

新 8,172 千円 観光国際戦略局

新 6,542 千円 教育庁

新 26,933 千円 教育庁

新 17,696 千円 教育庁

新 18,314 千円 教育庁

あおもりっ子育みプラン21実施事業 749,591 千円 教育庁

新 私立高校生震災復興支援活動費補助 4,000 千円 総務部

新 高校生による震災復興応援隊事業 5,055 千円 教育庁

私立学校耐震診断促進事業費補助 8,421 千円 総務部

「夢のカタチ」形成事業 4,656 千円 企画政策部

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 2,024 千円 環境生活部

首都圏等の教育旅行の学びを重視する学校を中心ターゲットとして、本県なら
ではの素材を活用して、学校のニーズに合った教育旅行プログラムを開発しセー
ルス活動を行うとともに、プログラムの開発・実践ができる人財の育成を行う。

　国際社会に対応する人財を育成するため、小・中学校英語担当教員の指導力向
上のための研修を行うとともに、中学生を対象としたイングリッシュキャンプの
開催や語彙力向上に向けた指導事例集を作成する。

主体的に学ぶ力を育む学力向上推進事業

小・中学校児童生徒の主体的に課題を解決する力を育成するため、学力向上ア
ドバイザー会議による取組の検討を行うとともに、研究指定校による学力向上実
践研究の実施、授業改善及び家庭学習習慣形成のためのフォーラムの開催やハン
ドブックの作成等を行う。

高校生の学習意欲を高め学力向上を図るため、自ら学びたいテーマを設定し課
題解決能力を身に付ける探究型学習を推進することとし、指導方法に関する研究
協議を行うとともに、研究指定校等による研究の実施及び成果発表会の開催、特
定分野に関心の高い生徒を集めた問題発見・解決能力育成合宿の開催等を行う。

特別支援学校高等部生徒の卒業後の社会的・職業的自立を促進するため、青森
県版「特別支援学校技能検定」の開発・実施及びキャリアコーディネーターの配
置による協力企業等との連携強化等を行う。

夢や志の実現を目指す「特別支援学校技能検定」開発事業

探究型学習によるたくましい高校生育成事業

子どもたち一人ひとりにきめ細かな学習指導、生活指導を行うため、少人数学
級編制の対象を小学校４年生に拡大する。

　戦略キーワード４
　　郷土に誇りを持ちグローバルに活躍できる人づくり

【事業数71、事業費5,268,271千円】
　グローバル化など本県を取り巻く社会経済環境が変化する中で、郷土に誇りを持ち、志の実現に向けて
挑戦する人財の育成を進めるとともに、地域の資源を生かした生業づくりや地域づくりに取り組む人財が
活躍できる環境をつくる。また、本県の歴史・文化、芸術の魅力発信と、スポーツなどを活用した地域活
性化に向けた取組を進める。

地域に根差した子ども・若者支援活動拡大事業

ニート、ひきこもり、発達障害、不登校といった困難を有する子ども・若者支
援の充実のため、民間支援活動の拡大を図るとともに公的機関と民間支援団体が
地域ネットワークを構築し、より県民が利用しやすく地域に根差した支援の実現
を図る。

楽しんで磨く英語力ポリッシュアップ事業

青森型教育旅行プログラム創出事業
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命を大切にする心を育む絆プロジェクト事業 7,994 千円 環境生活部

子ども・若者育成支援推進事業 302 千円 環境生活部

みんなで育む子どもの創造する科学推進事業 2,824 千円 商工労働部

外国青年招致事業 3,644 千円 観光国際戦略局

国際交流員招致事業 20,129 千円 観光国際戦略局

グローバルな志の育成事業 9,661 千円 教育庁

語学指導を行う外国青年招致関係事業 19,755 千円 教育庁

ドリカム人づくり推進事業 5,412 千円 教育庁

進学力を高める高校支援事業 6,089 千円 教育庁

学習状況調査事業 4,207 千円 教育庁

いじめ対策事業 4,181 千円 教育庁

いじめ防止対策学校実践研究事業 6,555 千円 教育庁

いじめ防止対策推進事業 17,551 千円 教育庁

医師を志す高校生支援事業 22,334 千円 教育庁

いじめ防止対策学校支援事業 759 千円 教育庁

特別支援学校就職促進事業 1,051 千円 教育庁

県立学校校舎等建築事業（耐震改築・改修） 2,350,023 千円 教育庁

県立学校屋内運動場天井等落下防止対策事業 406,069 千円 教育庁

高校生の就職総合支援プロジェクト事業 47,224 千円 教育庁

高大連携キャリアサポート推進事業 917 千円 教育庁

あおもりで「生きる・働く」を学ぶキャリア教育実践事業 9,369 千円 教育庁

未来創出りんごプロジェクト事業 5,529 千円 教育庁

放課後子ども教室推進事業 51,852 千円 教育庁

２　あおもりの今をつくる人財の育成

新 2,979 千円 企画政策部

新 5,747 千円 企画政策部

新 1,955 千円 企画政策部

新 日本青年会議所八戸大会復興関連記念事業 12,500 千円 商工労働部

地域創発人財育成事業 3,478 千円 企画政策部

庁内寺子屋プロジェクト推進事業 4,176 千円 企画政策部

青森県基本計画「青森ブランド」普及促進事業 8,544 千円 企画政策部

「奥入瀬サミット」プレミアムネットワーク強化事業 8,586 千円 企画政策部

ウェブコミュニケーション推進事業 17,313 千円 企画政策部

地域連携型起業家創出事業 5,516 千円 商工労働部

「ものづくりは人づくり」推進事業 23,581 千円 商工労働部

農地中間管理機構事業 230,222 千円 農林水産部

若年層の統計調査員を新規に獲得し、調査員体制の充実を図るとともに、高齢
化が進む統計調査員に対し健康で長く活躍してもらうための対策を実施する。

生き生きはつらつ統計調査員確保事業

視覚・聴覚障害者のＩＣＴ利活用促進事業

グローバル人財養成促進事業

　グローバル人財養成プログラムを確立・定着させることで、グローバル化に対
応し、地域・経済を活性化する人財養成の環境整備を図る。また、受講生をフォ
ローアップするための研修プログラムを提供する。

　情報収集やコミュニケーション手段として有用なツールであるタブレット端末
等の利用方法を視覚・聴覚障害者が学ぶ環境が整っていないことから、指導者の
育成を図るとともに、障害者向け機能や使用方法について、県内外への発信と全
県へ普及させるためのシンポジウムを開催する。
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機構集積協力金交付事業 579,272 千円 農林水産部

農地有効活用情報発信事業 1,185 千円 農林水産部

農業経営者育成教育レベルアップ推進事業 5,666 千円 農林水産部

営農大学校新規就農者特別支援事業 2,801 千円 農林水産部

農業経営力アップ緊急支援事業 1,829 千円 農林水産部

元気な浜の未来構築事業 2,495 千円 農林水産部

パワフルＡＯＭＯＲＩ！創造塾開催事業 1,507 千円 教育庁

県立学校開放事業 637 千円 教育庁

３　あおもりの今と未来をつくる文化・スポーツの振興

新 19,800 千円 観光国際戦略局

新 縄文時遊館増築事業 60,818 千円 教育庁

新 競技力緊急強化事業費補助 13,782 千円 教育庁

縄文ムーブメント拡大事業 19,986 千円 企画政策部

屋内スケート場整備促進事業 167,750 千円 企画政策部

芸術文化出前教室開催事業 857 千円 環境生活部

ファッション産地あおもり推進事業 14,051 千円 環境生活部

芸術文化でひらくあおもり未来づくり事業 5,521 千円 環境生活部

アレコ青函ソウル共感力創造事業 10,288 千円 観光国際戦略局

県美サウスサイド活性化事業 9,316 千円 観光国際戦略局

ＪＯＭＯＮ世界遺産登録推進事業 22,241 千円 教育庁

ＪＯＭＯＮ世界遺産ＰＲ事業 21,454 千円 教育庁

豊かな自然・文化遺産を活用するデジタル郷土館事業 5,967 千円 教育庁

競技力向上事業費補助 106,112 千円 教育庁

競技スポーツ活性化事業 5,357 千円 教育庁

地域が持つスポーツ資源の育成・活用事業 5,453 千円 教育庁

　平成28年度の美術館開館10周年及び平成27年度末の北海道新幹線開業を美術館
の魅力発信及び芸術に親しむ人財育成等のチャンスと捉え、美術館の強みを生か
した多様なプログラムを重層的に展開する。

美術館まるごと県民連携芸術体験事業
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　地域別計画推進事業等

118,874千円[一般財源118,874千円]

（再掲） 新 6,899

（再掲） 新 4,444 千円

（再掲） 新 5,108 千円

（再掲） 北海道新幹線「奥津軽いまべつ駅」開業に向けた戦略展開事業 28,182 千円

（再掲） 2,949 千円

（再掲） 「津軽海峡本まぐろ」の漁獲アップ・高活用化事業 1,448 千円

「伝統野菜」活用促進事業 1,086 千円

新賑わい都市空間（青森港）創出事業 11,227 千円

（再掲） 新 3,274

新 4,344 千円

【参考：戦略プロジェクトを除く事業数38、事業費159,281千円】

化モデル事業

【事業数65、事業費287,372千円】

持続的「里なりわい」調査・促進緊急対策事業 千円

（１）東青地域県民局

１　地域県民局事業
　各地域県民局は、戦略プロジェクト及び６地域県民局の圏域ごとに策定した地域別計画に掲
げる「今後５年間の取組の基本方針と主な取組」に基づいた取組を積極的に展開する。

【事業数8、事業費61,343千円】

人口減少が著しい上磯地域において、パイロット的な取組として、町、
学識者、地域県民局などで構成する研究会を設置し、「国勢調査小地域」
単位等での人口推計や地域資源の再整理などを行った上で、小地域ごとの
課題と対応方策や持続性のある稼ぐ術（「里なりわい」）等を検討し、
町・地域住民・県などがそれぞれの役割分担に応じた工程表を整理する。

東青地域ならではの体験型観光の仕組み構築と、北海道新幹線開業効果
の持続的な獲得に向け、フィッシング、トレッキング、サイクリングにお
いて、重点的に地域の受入環境を整備する。

北海道新幹線「奥津軽いまべつ駅」開業効果に向けた観光拠点

【事業数11、事業費34,412千円】

中南地域における冬季観光コンテンツの目玉として、日本初の取組であ
るスノーアートを制作するとともに、冬の体験プログラムの造成を行い、
これらを複合的に連動させることで、エリア全体における冬季観光の活性
化を図る。また、冬場における観光客の受入環境整備について検討を行
う。

東青地域アクティビティ推進事業

奥津軽いまべつ地域における海藻漁業の経営安定化のため、灰干しワカ
メ等の海藻加工技術の伝承及び海藻製品の販売促進を図るとともに、健康
的な海藻食について調査・ＰＲすることにより、海藻の消費拡大と健康的
な海藻食文化の普及を図る。

移住候補地として高い潜在力を持つ中南地域において、意欲のある市町
村の移住・交流受入態勢づくりを支援するため、暮らし・生業体験を行う
プログラムを作成し、首都圏からの体験ツアーを実施するとともに、ＳＮ
Ｓ等で中南地域の生活圏としての魅力や居住イメージを発信する。

（２）中南地域県民局　

奥津軽いまべつの海藻資源で健康・長寿なまちづくり事業

中南地域移住・交流サポートモデル事業 千円

雪を逆手に冬を楽しむ中南観光推進事業
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（再掲） 新 4,247 千円

（再掲） 新 2,339 千円

（再掲） ラン＆バイクで健康増進観光推進事業 3,064 千円

コト消費起業家創出支援モデル事業 1,931 千円

中南地域街歩き観光コンテンツ生業化促進事業 2,955 千円

津軽手わざ職人生業促進事業 3,655 千円

中南地域ものづくり企業間取引サポート事業 2,791 千円

日本一のりんご産地を雪害から守る「地域力」確立事業 2,419 千円

「わんどの木育」普及推進事業 3,393 千円

（再掲） 新 3,072 千円

新 6,935 千円

新 12,602 千円

（再掲） 三八地域和牛の郷づくり事業 2,265 千円

三八地域ものづくり企業「革新力」ステップアップ事業 3,043 千円

「三八地域材活用住宅」シェア拡大事業 1,724 千円

三八地域金属接合技術高度化事業 2,885 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 1,582 千円

三八の人にやさしい野菜生産推進事業 1,790 千円

三八地域ものづくり企業情報発信力強化事業 5,972 千円

三八地域エネルギー活用復興推進事業 1,813 千円

感動を呼ぶ着地型旅行商品創出事業 14,303 千円

三陸復興国立公園の新たな魅力発信事業 4,926 千円

地域団体ステップアップ事業 2,949 千円

全国トップクラスのしじみ産地である小川原湖について、近年、淡水藻
類の異常繁茂に起因する湖底の環境悪化により、しじみの大量へい死が発
生しているため、その原因究明と課題解決に向けた対策を検討する。ま
た、十和田湖の地域資源の１つである「十和田湖ひめます」について、商
材としての品質や付加価値の向上に向けた取組を実施する。

喫煙対策からはじめる若者「健やか力」向上事業

三八地域ぐれっとめぐる広域観光事業

しじみ・ひめます産地力アップ対策事業

「つがるのミニトマト」生産拡大推進事業

三八地域いきいき元気な地域づくり事業

これまで個別に確立してきた三八地域の観光コンテンツ間の連携を進め
ることにより、単体でも魅力的な各コンテンツを周遊して三八地域の魅力
をとことん楽しむ、新たな三八地域の旅のスタイルを確立する。

【事業数14、事業費65,861千円】

学生の多い中南地域の特性を生かし、喫煙対策を切り口とした若者目線
での各種調査や分析・発表等を通じ、若者の健康意識の向上と受動喫煙防
止対策の向上を図る。また、ピアリーダーの育成により、若い時期から
「健やか力」を身に付けられる環境づくりを推進する。

ミニトマトを導入した水稲・果樹複合経営による生産者の所得向上を図
るため、産地化・ブランド化に向けた戦略会議を設置するとともに、新規
栽培者等へのフォローアップ、品種選定試験等を実施し、中南地域の農業
活性化につなげる。

人口減少、少子高齢化等に伴い、買い物弱者、空き家対策など様々な地
域課題が生じており、地域における支え合いの重要性が高まってきてい
る。地域づくりは基本的に地域の住民・団体が担い手であり、これを支援
するのが市町村の役割との前提の下、住民・団体・市町村の自立的・継続
的な取組を促進する。

（３）三八地域県民局
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（再掲） 新 2,150 千円

新 2,378 千円

新 1,892 千円

新 5,736 千円

(再掲) 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 12,808 千円

(再掲) 西北型空き家予防・利活用システム検討事業 2,258 千円

(再掲) 西北地域環境活用型健康づくり応援事業 4,955 千円

(再掲) おいしい空気でおもてなし推進事業 974 千円

1,729 千円

西北地域自給飼料増産型肉用牛繁殖経営確立事業 1,454 千円

日本海地区さけ早期群造成実証試験事業 1,361 千円

（再掲） 新 それいけ「まっしぐら」上北のお米大作戦事業 2,000 千円

（再掲） 新 2,051

（再掲） 新 2,036 千円

定着事業

北海道新幹線開業や青森県・函館デスティネーションキャンペーンに向
けて、まち歩きガイドのスキルアップ、ネットワーク化等を図るととも
に、観光関連の看板や説明案内等の検証等を行う。

西北地域働く人の健やか地域づくり構築事業

西北地域「おもてなし力」パワーアップ事業

【事業数11、事業費37,695千円】

働き盛り世代の早世の減少に向けて、協会けんぽ加入者の特定健診・が
ん検診の受診率の向上を図るため、企業トップに対する働きかけ等を行う
とともに、地域保健関係者等による連携・強化策の検討を行う。

（４）西北地域県民局 

（５）上北地域県民局

若手農業女性が楽しく参加しやすい「美」「食」と「農業」を組み合わ
せた講座を開講し、若手農業女性のネットワーク化を図るとともに、上北
地域の農業、農産物を女子目線で県内外へ広く情報発信し、ＰＲする。

上北地域の特徴ある水産資源や豊富な野菜等を活用し、薬草なども組み
合わせて、栄養的にもバランスのとれたユニークな「上北薬膳」メニュー
を開発することにより、上北ならではの食コンテンツとして観光ツアー等
で提供する。

千円

西北型意欲ある中小規模稲作農家の経営ステップアップ支援事業

西北地域大規模整備型畑作「産地力強化」推進事業

心と身体に届く「上北薬膳」を楽しむ旅開発事業

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

【事業数12、事業費31,777千円】

意欲ある中小規模稲作農家の早期の経営確立･安定化を図るために、収益
性の高い野菜の導入支援等を行う。

スプリンクラーや深暗きょなどの基盤を最大限に生かした競争力のある
産地づくりに向けて、関係者が連携して戦略を構築する仕組みを整備し、
喫緊の課題である根菜類の安定生産や合理的な輪作体系の確立に取り組
む。

「かみきた畑美人」美・食・楽クローズアップ事業

　品質と味自慢の優等生である「まっしぐら」の更なる売り込みと県産野
菜とのセット販売等の可能性を探るため、大都市圏の米卸売業者、中食業
者等実需者との意見交換を行うとともに、各種イベントを通じた情報発信
を他地域県民局とも連携しながら行う。
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（再掲） 新 3,303 千円

（再掲） 上北地域若手農業者ハッピーライフ推進モデル事業 1,080 千円

（再掲） 体感する小川原湖推進事業 3,664 千円

（再掲） 次世代野菜産地プロデュース事業 1,586 千円

十和田湖歴史・文化再発見事業 3,299 千円

カメラ女子による上北魅力発信事業 3,710 千円

明日を生きる力アップ事業 2,564 千円

上北そばの「地産地食」推進事業 1,012 千円

新 地域の力で守り育てる海岸防災林整備活動支援事業 5,472 千円

（再掲） 新 2,640

（再掲） 16,284 千円

新 （3,931 千円)

(12,353 千円)

新 1,769 千円

（再掲） 船上からつなぐ下北水産物高品質化推進事業 3,011 千円

台湾から来さまい下北推進事業 4,731 千円

下北地域づくり人財育成等事業 2,004 千円

てっぺん下北畜産若手連携支援事業 871 千円

かさまい下北海の幸づくり推進事業 11,684 千円

新 下北の創造的復興に向けた情報発信力強化人財育成事業 13,290 千円

200,000 千円

【事業数9、事業費56,284千円】

増加している新規就農者を産地直売所の新たな担い手に位置付け、直売
所の活性化戦略の検討、新たな担い手の確保及び活性化戦略の実現に向け
た活動に取り組み、地域農業の活性化を図る。

千円

下北地域健康なまちづくり事業

下北産直「元気アップ」応援事業

下北の建設業に従事している女性を対象とした現場研修、専門研修を実
施し、研修で得られた知見や女性の視点を生かし、中学生向けのわかりや
すい教材を作成するとともに現場見学会を開催する。また、下北ドボジョ
のスキルアップを支援することにより、活躍推進と土木の魅力を発信し、
若年層の土木離れの防止、地元出身建設従事者の増加を目指す。

下北地域の住民が、保健保安林等を活用した健康づくりを行うため、森
林ウォーキングマップの作成、モデルコースでの森林ウォーキングの実
施、モデルコースを活用した林業体験活動を実施する。

下北ドボジョスキルアップ事業

（下北健康アップ森林もりもり推進事業）

（健康アップ体制推進事業・おいしい＆ヘルシースマート下北事
業・下北健康ウォーキング＆ジョギングロード推進事業・下北の
子どもと家庭のヘルスアップ事業）

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。

２　地域の元気支援事業

（６）下北地域県民局

若手モデル農家における先進技術の実践及び後継者間の技術の普及を図
るとともに、地域内外の後継者の意見交換会、学生への後継者の出前授業
及びイベントでのＰＲ活動等を通じて広域での連携強化を進める。

明日へつなぐ上北肉用牛後継者育成支援事業
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＜参考資料＞ 
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λ（ラムダ）プロジェクト関連経費の概要 
（平成 27年度未来を変える挑戦推進事業） 

 

□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 36 事業 837,815 千円 ※青森県特別保証融資制度貸付金を除く。 

 

※以下は、取組の視点ごとに新規事業を抜粋。 

①滞留時間の拡大 

○青森県・函館デスティネーションキャンペーン推進事業（観光国際戦略局）80,000千円 

○青函広域観光連携事業【H26_2月補正】（観光国際戦略局）1,978千円 

○グリーン・ツーリズム新規需要創出事業【H26_2月補正】（農林水産部）12,359千円 

○青い森鉄道が運ぶ沿線魅力戦略事業（企画政策部）9,900千円 

○東南アジア誘客促進事業（観光国際戦略局）5,186千円 

○次世代自動車活用促進事業（エネルギー総合対策局）7,803千円 

○東青地域アクティビティ推進事業（東青地域県民局）4,444千円 

○雪を逆手に冬を楽しむ中南観光推進事業（中南地域県民局）4,344千円 

○三八地域ぐれっとめぐる広域観光事業（三八地域県民局）6,935千円 など 

 

②一体感の醸成 

○青森の食のコミュニティ展開事業（農林水産部）4,552千円 

○西北地域「おもてなし力」パワーアップ事業（西北地域県民局）2,378千円 

○白神体感自然歩道整備事業（環境生活部）25,755千円 など 

 

③北海道との連携 

○青函圏サイクル・ツーリズム推進事業（観光国際戦略局）18,479千円 など 

 

④交流圏の情報発信 

○北海道新幹線開業カウントダウン事業（企画政策部）24,000千円 

 

全体に関わるもの 

○λ（ラムダ）プロジェクト加速化事業（企画政策部）14,470千円 

○食品工場生産性改善普及事業（商工労働部）7,912千円 

※平成 26年度 2月補正予算に計上された事業を含む 

計 674,596 千円 

計 88,696 千円 

計 28,141 千円 

計 24,000 千円 

計 22,382 千円 
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子ども・未来の希望プロジェクト関連経費の概要 
（平成 27年度未来を変える挑戦推進事業） 

 

□子ども・未来の希望プロジェクト 

青森の未来を担う「子ども」たちが、青森で生まれ、希望をもって成長し、その希望を

ふるさと青森の地で実現できるよう、結婚、妊娠・出産、子育てなどの「子ども」を中

心に据えた県民の一連のライフステージを、地域を挙げて支援するとともに、子どもた

ちの希望を実現するための環境を整える取組。 

□今回計上額 22 事業 1,068,987 千円  

 
※以下は、取組の視点ごとに事業を掲載。 

①結婚を応援 

○20代を変える「生き方ナビ」事業【H26_2月補正】（企画政策部）31,526千円 

○あおもり出会い・結婚応援事業【H26_2月補正】（健康福祉部）14,591千円 

○若者世代ウェルカムあおもり推進体制整備事業（企画政策部）9,881千円 

○上北地域若手農業者ハッピーライフ推進モデル事業（上北地域県民局）1,080千円 

 

②妊娠・出産を支援 

○妊娠期からのマザーサポート推進事業費補助【H26_2月補正】（健康福祉部）5,905千円 

○地域周産期母子医療センター運営費補助（健康福祉部）45,738千円 

○周産期医療システム運営事業（健康福祉部）6,752千円 

 

③子育てと仕事の両立を支援 

○三ツ星保育支援センター運営事業（健康福祉部）21,151千円 

○病児・病後児保育促進支援事業【H26_2月補正】（健康福祉部）15,178千円 

○子どもを産み育てやすい環境づくり強化事業費補助（健康福祉部）50,000千円 

○あおもり女性の活躍ステップアップ事業（環境生活部）6,557千円 

○子育て女性の就職応援事業（商工労働部）17,046千円 

 

④子どもの希望を未来につなぐ取組 

○保育所発！子ども元気スリムプラン事業（健康福祉部）8,881千円 

○子ども健康促進事業（教育庁）15,445千円 

○下北の子どもと家庭のヘルスアップ事業（下北地域県民局）2,473千円 

○「わんどの木育」普及推進事業（中南地域県民局）3,393千円 

○小児救急電話相談事業（健康福祉部）8,347千円 

○小児救急医療支援実施事業運営費補助（健康福祉部）5,526千円 

○あおもりっ子育みプラン 21実施事業（教育庁）749,591千円 

○こどもサポートゼミ開催事業（健康福祉部）9,278千円 

○医師を志す高校生支援事業（教育庁）22,334千円 

○夢や志の実現を目指す「特別支援学校技能検定」開発事業（教育庁）18,314千円 

※平成 26年度 2月補正予算に計上された事業を含む 

計 57,078 千円 

計 58,395 千円 

計 109,932 千円 

計 843,582 千円 
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