
令和４年度　政策パッケージ　事業一覧

政策分野１　～「経済を回す」～魅力あるしごとづくり 199事業 15,244,176 千円

事業費（千円） 部局名

(1) アグリ分野の持続的成長 80 4,377,781
① 消費動向の変化を見据えた販売戦略の展開 11 997,192

ブランド産品価値向上推進事業 7,886 　農林水産部
首都圏・西日本における戦略的販路開拓推進事業 26,697 　農林水産部
アフターコロナに対応したあおもり産品販路拡大事業 22,069 　農林水産部
あおもり米「青天の霹靂」ブランド定着促進事業 35,953 　農林水産部
「ジュノハート」ブランド化促進事業 22,565 　農林水産部
新たなセールス手法による消費宣伝実践事業 11,042 　農林水産部
若者世代に向けたあおもりの魚食普及事業 2,435 　農林水産部
ブランド産品認知度向上推進事業 2,099 　農林水産部
あおもり産品消費宣伝対策強化促進事業 61,147 　農林水産部
あおもり食品産業強化サポート事業 4,791 　農林水産部
６次産業化ネットワーク活動事業 800,508 　農林水産部

② 経済成長が著しいアジアなどへの青森県産品の輸出促進 5 127,538
ウィズコロナ対応型輸出りんご供給体制強化事業 7,758 　農林水産部
ロジスティクス最適化事業 68,194 　県土整備部
青森りんご輸出販売力強化促進事業 17,392 　観光国際戦略局
青森産品輸出拡大強化事業 21,526 　観光国際戦略局
輸出拡大戦略推進事業 12,668 　観光国際戦略局

③ 安全・安心で優れた青森県産品づくり 38 722,214
デジタル技術活用によるあおもり米競争力強化事業 18,211 　農林水産部
技術力で未来へつなぐ青森にんにくブランド強化事業 9,567 　農林水産部
「冷凍野菜」産地創出チャレンジ事業 5,810 　農林水産部
畜産衛生管理・指導体制高度化推進事業 2,281 　農林水産部
「青い森紅サーモン」生産力強化事業 2,848 　農林水産部
ホタテガイ成貝づくりによる生産体制強化事業 3,709 　農林水産部
あおもり米新品種「はれわたり」スタートダッシュ事業 27,894 　農林水産部
「スマート農業」技術実装加速化推進事業 6,082 　農林水産部
産地で作る冷凍食品産業振興事業 31,950 　農林水産部
ニーズ対応型フローズンフーズ創出事業 16,840 　農林水産部
あおもりながいも生産力強化推進事業 7,361 　農林水産部
次代につなぐ青森りんご産地強化事業 16,865 　農林水産部
「土の見える化」が拓く農業生産ステップアップ事業 5,517 　農林水産部
新たな栽培・養殖魚種の増養殖体制構築事業 11,130 　農林水産部
全国和牛能力共進会鹿児島大会対策推進事業 10,216 　農林水産部
あおもり冬の農業収益力向上対策事業 2,651 　農林水産部
トップブランド商品創出事業 3,525 　農林水産部
「日本一健康な土づくり運動」推進事業 9,208 　農林水産部
環境変化に強い米づくり推進事業 1,097 　農林水産部
経営所得安定対策直接支払推進事業 172,856 　農林水産部
野菜等産地力強化支援事業 24,847 　農林水産部
特産果樹産地育成・ブランド確立事業 14,205 　農林水産部
あおもり産野生きのこ安全性実証事業 6,966 　農林水産部
さけ・ます種苗放流事業 133,526 　農林水産部
産地パワーアップ事業費補助 31,532 　農林水産部
草地畜産基盤整備事業 109,095 　農林水産部
東青地域ナマコ種苗生産体制構築事業 2,862 　東青地域県民局
「ＴＳＵＧＡＲＵうるし」造成拡大推進事業 1,293 　中南地域県民局
三八にんにく産地ステージアップ事業 1,943 　三八地域県民局
三八地域肉用子牛生産推進事業 2,944 　三八地域県民局
北浜海域ホッキガイ資源増大・評価向上支援事業 4,997 　三八地域県民局
未来をつくる西北型水田農業強化事業 3,198 　西北地域県民局
日本海で育む磯根資源利用推進事業 3,084 　西北地域県民局
上北やさいスマート農機普及拡大事業 3,101 　上北地域県民局
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上北の公共牧場を活用した広域飼料供給体制構築事業 6,110 　上北地域県民局
下北の肉用子牛評価向上対策事業 2,073 　下北地域県民局
下北の海で育てたマツカワの高品質出荷推進事業 2,811 　下北地域県民局
新規就農者が支える下北「夏秋いちご」産地力強化事業 2,009 　下北地域県民局

④ 連携・協働・交流による活力ある農山漁村づくり 8 63,850
農福の輪を広げる人財育成推進事業 6,623 　農林水産部
農山漁村女性が伝え継ぐ青森の食と技魅力創造事業 8,359 　農林水産部
産地直売施設販売力強化事業 5,407 　農林水産部
あおもり型農泊誘客拡大事業 10,969 　農林水産部
漁港や藻場を活用した漁村のにぎわいづくり推進事業 5,806 　農林水産部
農泊需要拡大応援事業 20,533 　農林水産部
中南型産直モデル実証事業 3,182 　中南地域県民局
新たなステージを目指す「かみきた産直」チャレンジ事業 2,971 　上北地域県民局

⑤ 農林水産業の成長と共生社会を支える人財育成 18 2,466,987
あおもり新農業人サポート事業 33,444 　農林水産部
新規漁業就業者受入サポート事業 3,741 　農林水産部
畜産経営基盤の継承支援事業 5,863 　農林水産部
青森県型地域共生社会の実現に向けた地域経営確立事業 64,827 　農林水産部
思いをつなげる農業の第三者承継推進事業 6,216 　農林水産部
女性起業育成・経営発展支援事業 3,116 　農林水産部
新規就農者育成総合対策事業 1,617,566 　農林水産部
担い手の農地集積・集約加速化事業 13,792 　農林水産部
人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業 3,392 　農林水産部
農地中間管理機構事業 204,216 　農林水産部
機構集積協力金交付事業 132,355 　農林水産部
農業経営法人化支援総合事業 78,993 　農林水産部
経営体育成支援事業費補助 241,000 　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 13,036 　農林水産部
青い森林業アカデミー運営事業 37,286 　農林水産部
東青地域新規就農サポート強化事業 3,277 　東青地域県民局
森林を活かした中南地域山村振興事業 2,880 　中南地域県民局
三八新規就農者定着支援事業 1,987 　三八地域県民局

(2) 世界から選ばれる「あおもりツーリズム」の推進 49 772,528
① 観光産業の基幹産業化 5 51,877

ＤＭＯ観光デジタルマーケティング推進事業 19,201 　観光国際戦略局
観光地域づくり人財育成事業 13,120 　観光国際戦略局
青森県観光案内所運営事業 5,581 　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 6,777 　観光国際戦略局
いつでもどこでも下北観光情報発信事業 7,198 　下北地域県民局

② 魅力あるコンテンツづくりと戦略的な情報発信 13 135,595
縄文コンテンツ創出推進事業 12,281 　観光国際戦略局
まるごとあおもりデジタルシフト展開事業 13,736 　観光国際戦略局
滞在型観光コンテンツ創出推進事業 29,405 　観光国際戦略局
コンテンツ話題力強化事業 13,387 　観光国際戦略局
海外メディア向けマルチメディア活用情報発信事業 10,585 　観光国際戦略局
観光コンテンツパワーアップ推進事業 7,464 　観光国際戦略局
あおもりツーリズム創発事業 3,774 　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 20,337 　観光国際戦略局
東青観光プロモーション事業 6,890 　東青地域県民局
アウトドアの聖地「奥津軽」構築事業 5,620 　西北地域県民局
西北の鉄旅コンテンツ創出事業 4,756 　西北地域県民局
地域の力で磨く三八の新しい旅行スタイル構築事業 4,940 　三八地域県民局
下北のヒミツ深掘りコンテンツ開発事業 2,420 　下北地域県民局
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③ 誘客促進のための受入環境の整備 3 12,453
観光情報発信デジタルデバイス活用推進事業 7,289 　観光国際戦略局
インバウンド受入環境整備促進事業 3,156 　観光国際戦略局
外国人観光客受入体制整備事業 2,008 　観光国際戦略局

④ 国内誘客の強化・推進 15 243,901
むつ湾フェリーを活用した津軽海峡交流圏周遊定着事業 9,864 　企画政策部
奥津軽いまべつ駅利用津軽海峡交流圏周遊ルート定着事業 10,905 　企画政策部

　観光国際戦略局
「青森の縄文遺跡群」誘客活用推進事業 53,226 　観光国際戦略局
東北ＤＣ活用・域内連携誘客宣伝推進事業 32,565 　観光国際戦略局
青森型マイクロツーリズム推進事業 36,227 　観光国際戦略局
企業連携型青森ファン再拡大事業 11,134 　観光国際戦略局
「アート県青森」推進事業 12,583 　観光国際戦略局
企業連携宿泊促進事業 7,923 　観光国際戦略局
青森リモート観光推進事業 13,543 　観光国際戦略局
関西・中京・九州誘客対策事業 20,847 　観光国際戦略局
戦略的国内誘客強化事業 10,518 　観光国際戦略局
十和田湖冬物語開催費補助 5,000 　観光国際戦略局
「あおもり冬紀行」推進事業 7,989 　観光国際戦略局
「古津軽」ムーブメント創出事業 6,915 　中南地域県民局
上北の強みを生かしたマイクロツーリズム推進事業 4,662 　上北地域県民局

⑤ 海外からの誘客の強化・推進 13 328,702
青い森鉄道台湾鉄道ファン交流事業 1,138 　企画政策部
青森・台北線利用促進事業 46,211 　企画政策部

　観光国際戦略局
中国航空路線定着促進事業 135,138 　企画政策部

　観光国際戦略局
クルーズ船寄港拡大推進事業 15,184 　県土整備部

　観光国際戦略局
韓国誘客対策事業 27,266 　観光国際戦略局
台湾誘客対策事業 32,155 　観光国際戦略局
中国誘客対策事業 24,959 　観光国際戦略局
香港誘客対策事業 10,613 　観光国際戦略局
欧米誘客対策事業 7,432 　観光国際戦略局
タイ誘客対策事業 5,647 　観光国際戦略局
豪州誘客対策事業 7,156 　観光国際戦略局
青森・ソウル線利用強化事業 14,074 　観光国際戦略局
韓国人観光客誘致拡大事業 1,729 　観光国際戦略局

(3) ライフ･グリーン分野の産業創出 13 270,817
① 地域資源を活用したライフ分野に係る新産業の創出・育成 1 45,558

青森ライフイノベーション戦略推進事業 45,558 　商工労働部

② 生活関連サービス産業の創出・拡大 1 3,087
商店街を中心とした課題解決型街づくり支援事業 3,087 　商工労働部

③ 再生可能エネルギー産業と環境関連産業の振興 6 59,157
地域発省エネ・脱炭素技術による産業創出事業 9,421 エネルギー総合対策局

水素エネルギー利活用普及推進事業 8,330 エネルギー総合対策局

地域エネルギー事業普及推進事業 6,480 エネルギー総合対策局

風力発電関連産業しごとづくり・人づくり事業 11,030 エネルギー総合対策局

再生可能エネルギー利活用高度化モデル構築事業 20,271 エネルギー総合対策局

熱利活用普及拡大事業 3,625 エネルギー総合対策局

④ 原子力関連産業の振興 5 163,015
量子科学技術産業利用促進事業 20,632 エネルギー総合対策局
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原子力関連業務参入促進事業 4,000 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 7,307 エネルギー総合対策局

国際核融合拠点環境整備事業 98,015 エネルギー総合対策局

量子科学人材育成事業 33,061 エネルギー総合対策局

(4) 地域産業の振興による多様な「しごと」の創出 34 1,721,536
① 創業・起業の促進 2 40,185

あおもり創業・起業支援強化事業 28,197 　商工労働部

あおもり移住支援事業費（起業支援事業分） 11,988 　商工労働部

② 地域資源を生かした産業の創出・育成・継承 16 252,520
生業づくり推進事業 2,895 　企画政策部
あおもりクラフト販売体制構築事業 11,795 　商工労働部
食品事業者等販路開拓支援事業 10,713 　商工労働部
神戸とつながり発展するビジネス交流推進事業 14,865 　商工労働部
アップサイクルビジネス創出事業 8,957 　商工労働部
地域事業承継促進・後継者育成事業 12,644 　商工労働部
地域ビジネスデジタル化促進事業 26,111 　商工労働部
あおもり産学官金連携による新ビジネス創発支援事業 18,966 　商工労働部
デザイン等知財活用製品開発促進事業 7,081 　商工労働部
知的財産啓発・連携強化事業 3,671 　商工労働部
知的財産活用新事業創出推進事業 8,678 　商工労働部
創業・成長産業推進金融対策事業費補助 97,656 　商工労働部
ビジネスサポートステーション運営事業 14,241 　商工労働部
「未来の奥入瀬」体験ツアー推進事業 9,056 　県土整備部
西北の残したい「めごい飯」情報発信事業 3,114 　西北地域県民局
上北の森から木造公共建築物普及推進事業 2,077 　上北地域県民局

③ 青森から世界への戦略的グローバルビジネスの展開 9 181,619
青台連携新産業創出事業 14,992 　商工労働部
あおもりＰＧ台湾ビジネス挑戦事業 8,121 　商工労働部
八戸港国際物流活性化事業 21,820 　県土整備部
青森産品輸出基盤強化事業 35,397 　観光国際戦略局
香港輸出拡大ネクストステージ展開事業 50,295 　観光国際戦略局
台湾食品ビジネス輸出拡大支援事業 15,661 　観光国際戦略局
あおもりビジネス海外展開推進事業 9,873 　観光国際戦略局
青森工芸品海外販路拡大推進事業 10,653 　観光国際戦略局
東南アジア有望市場販路拡大事業 14,807 　観光国際戦略局

④ 戦略的企業誘致の推進 7 1,247,212
デジタル・グリーン関連産業誘致促進事業 19,656 　商工労働部
物流関連拠点誘致促進事業 14,774 　商工労働部
誘致企業人財確保促進事業 8,252 　商工労働部
食関連産業集積促進事業 7,276 　商工労働部
ターゲット産業立地推進事業 25,853 　商工労働部
青森県産業立地促進費補助 1,008,152 　商工労働部
ＩＴ・コンタクトセンター関連産業立地促進事業 163,249 　商工労働部

(5) 「経済を回す」ための基盤づくり 23 8,101,514
① 働きやすさや収益性を高める生産性向上対策の強化 5 73,886

中小企業ＤＸ推進事業 11,066 　商工労働部
ものづくり企業スマート化促進事業 36,098 　商工労働部
林業・木材産業グリーン成長推進事業 15,726 　農林水産部
あおもりＩＣＴ施工実践推進事業 5,070 　県土整備部
協働ロボットを活用した三八地域ものづくり企業支援事業 5,926 　三八地域県民局

② ICT利活用の促進 8 95,361
経済を回すためのデータサイエンス利活用促進事業 3,771 　企画政策部
デジタル人財定着・還流促進事業 25,283 　商工労働部
あおもりデジタルシフト推進事業 9,995 　商工労働部
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新卒者地元就職促進プロジェクト事業 34,569 　商工労働部
あおもりデジタル社会対応力向上事業 13,166 　商工労働部
小型いか釣り漁業の経営安定強化事業 3,066 　農林水産部
スマート林業導入推進事業 2,325 　農林水産部
西北地域の未来をつくるデジタル人財育成事業 3,186 　西北地域県民局

③ 交流拡大を支える交通ネットワークづくり 10 7,932,267
津軽海峡交流圏形成加速化事業 10,221 　企画政策部
「青森の縄文遺跡群」地域交通利用拡大活用事業 20,000 　企画政策部
国内航空路線アフターコロナ利用促進事業 60,680 　企画政策部
選ばれる青い森鉄道推進事業 12,441 　企画政策部
三沢・羽田線４便化対策事業 15,000 　企画政策部
国内航空路線維持・強化対策事業 20,635 　企画政策部
国際定期便特別対策事業 80,248 　企画政策部
国際定期便新規就航等受入環境整備事業費補助 38,945 　企画政策部
国際チャーター便等誘致推進事業 7,589 　企画政策部

　観光国際戦略局
幹線道路ネットワーク整備事業 7,666,508 　県土整備部

政策分野２　出産・子育て支援と健康づくり 64事業 5,910,937 千円

(1) 安心して子どもを産み育てられる環境づくり 21 4,470,442
① 結婚・出産への支援や社会で支え合う子育ての推進 7 3,054,047

結婚応援プロジェクト事業 29,557 　健康福祉部
地域子ども・子育て支援事業費補助 1,639,206 　健康福祉部
保育体制強化事業 54,493 　健康福祉部
教育・保育給付費負担金（無償化影響分） 1,185,509 　健康福祉部
子育て支援施設等利用給付費負担金 121,985 　健康福祉部
保育サービス事業所等認証評価制度事業 2,555 　健康福祉部
保育士・保育所支援センター事業 20,742 　健康福祉部

② 様々な環境にある子どもや家庭への支援の充実 9 596,542
支援につなげる女性総合案内事業 3,599 　環境生活部
ヤングケアラー支援体制構築事業 13,337 　健康福祉部
仕事と子育ての両立に向けたひとり親家庭サポート促進事業 5,720 　健康福祉部
子どもの未来応援ネットワーク強化事業 2,428 　健康福祉部
里親養育包括支援事業 24,360 　健康福祉部
ひとり親家庭等医療費補助 457,069 　健康福祉部
ひとり親家庭等生活向上事業費補助 996 　健康福祉部
生活困窮世帯児童等学習支援事業 15,454 　健康福祉部
家庭福祉対策教育支援貸付事業費補助 73,579 　健康福祉部

③ 親子の健康増進 5 819,853
医療的ケア児支援ネットワーク促進事業 995 　健康福祉部
特定不妊治療費助成事業 23,917 　健康福祉部
乳幼児はつらつ育成事業費補助 735,941 　健康福祉部
発達障害者支援センター運営事業 51,219 　健康福祉部
発達障害者支援体制整備事業 7,781 　健康福祉部

(2) 県民一人ひとりの健康づくりの推進 30 352,461
① ヘルスリテラシー（健やか力）の向上による生活習慣の改善 17 100,287

若年世代に向けた野菜摂取促進事業 8,709 　健康福祉部
ＱＯＬ健診県内展開検証事業 7,796 　健康福祉部
一歩前進！大人の運動習慣改善ムーブメント事業 7,382 　健康福祉部
あおもり型健康経営支援事業 3,809 　健康福祉部
健康あおもり２１推進対策事業 2,185 　健康福祉部
循環器病対策推進事業 3,701 　健康福祉部
糖尿病予防啓発運動推進事業 2,294 　健康福祉部
歯と口の健康づくり推進事業 11,464 　健康福祉部
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「だし活」による減塩ムーブメント創出事業 13,709 　農林水産部
果物食べて健康応援プロジェクト事業 7,532 　農林水産部
地域みんなの食育推進事業 10,627 　農林水産部
あおもりの「食」を育む食育県民運動推進事業 6,230 　農林水産部
見て感じる「健やか住宅」リフォーム普及促進事業 4,867 　県土整備部
東青地域家族で実践する健やか力向上事業 4,663 　東青地域県民局
中南地域喫煙対策から始める働く人の健康づくり推進事業 1,788 　中南地域県民局
三八地域・職域連携で働く人の健康づくり推進事業 1,677 　三八地域県民局
地域でつながる下北子どもスマート事業 1,854 　下北地域県民局

② 社会で取り組むこころの健康づくり 5 54,692
県民のこころの健康確保のための重点対策事業 16,910 　健康福祉部
地域自殺対策推進センター運営事業 3,585 　健康福祉部
生活と健康をつなぐ法律相談事業 2,496 　健康福祉部
あおもりいのちの電話相談事業費補助 1,832 　健康福祉部
地域自殺対策強化事業 29,869 　健康福祉部

③ 科学的根拠に基づくがん対策の推進 6 147,484
働き盛り世代のがん検診推進事業 4,897 　健康福祉部
あおもり型がん検診推進事業 1,840 　健康福祉部
大腸がん検診未受診者対策事業 11,410 　健康福祉部
がん相談支援・情報提供推進事業 6,230 　健康福祉部
肝炎特別対策事業 121,175 　健康福祉部
喫煙対策推進事業 1,932 　健康福祉部

④ がんになっても、適切な治療を受け、安心して暮らせる体制の充実 2 49,998
がん患者等に対する妊孕性温存療法研究促進事業 4,998 　健康福祉部
がん診療連携拠点病院機能強化事業 45,000 　健康福祉部

(3) 安心して医療が受けられる体制の充実 8 710,695
① 医師等の医療従事者の育成と県内定着 2 70,888

看護職員資格取得特別対策事業 14,115 　健康福祉部
地域医療支援センター事業 56,773 　健康福祉部

② 医療連携体制の強化 6 639,807
オンライン診療設備整備費補助 13,679 　健康福祉部
ハイリスク妊産婦アクセス支援事業費補助 4,000 　健康福祉部
地域周産期母子医療センター運営費補助 81,740 　健康福祉部
周産期医療システム運営事業 6,922 　健康福祉部
子ども医療電話相談事業 16,581 　健康福祉部
ドクターヘリ運航事業 516,885 　健康福祉部

(4) スポーツを通じた健康づくりと地域活性化 5 377,339
① 健康でスポーツに親しむ環境づくりと競技力の向上 5 377,339

「スポーツでみんなを元気に」健康力アップ事業 4,229 　教育庁
競技力向上対策特別事業 208,539 　教育庁
競技力向上対策本部運営費 7,670 　教育庁
スポーツ科学チームサポート事業 46,151 　教育庁
競技力向上事業費補助 110,750 　教育庁

政策分野３　若者の県内定着・還流と持続可能な地域づくり 181事業 6,739,601 千円

(1) 若者の県内定着・還流と移住の促進 40 520,282
① 若者の県内定着・還流の促進 18 229,514

「オールあおもり」進学相談・魅力発信事業 5,872 　総務部
「青森の価値・魅力」発信による若者の県内定着・還流促進事業 27,301 　企画政策部
ウェブメディア広報力基盤強化事業 11,095 　企画政策部
身近な生活を支える統計調査体制向上事業 1,971 　企画政策部
あおもり若者定着奨学金返還支援事業 13,836 　企画政策部
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若年者の県内定着促進事業 17,052 　商工労働部
ＵＩＪターン就職推進加速化事業 20,729 　商工労働部
中小企業採用活動デジタル化推進事業 12,371 　商工労働部
新規学校卒業者県内就職促進事業 88 　商工労働部
ＵＩＪターン人材誘致促進事業 4,540 　商工労働部
あおもり移住支援事業費（移住支援事業分） 72,545 　商工労働部
「農林水産業の魅力で人財を呼び込む」活動支援事業 12,345 　農林水産部
土地改良人財確保推進事業 2,860 　農林水産部
女性に選ばれる建設業推進事業 6,037 　県土整備部
建設業の未来を担う人づくり推進事業 4,110 　県土整備部
外国人受入環境整備事業 9,049 　観光国際戦略局
中南地域ものづくり企業等若者採用力向上事業 2,746 　中南地域県民局
女子力を活用した「三八の就域モデル」構築支援事業 4,967 　三八地域県民局

② 移住の促進など多様な人財との交流の推進 7 84,555
「今こそあおもりで暮らそう」推進プロジェクト事業 57,266 　企画政策部
共感と熱意でつながる関係人口増加プロジェクト事業 10,132 　企画政策部
首都圏窓口機能強化事業 4,408 　企画政策部
移住・交流推進事業 1,708 　企画政策部
「移住者と創る」東青地域づくり促進事業 3,639 　東青地域県民局
上北若者ネットワークを活用した人・地域・仕事の繋がり構築事業 3,934 　上北地域県民局
「つながる・ひろがる下北人」プロジェクト事業 3,468 　下北地域県民局

③ 青森を理解し、世界に向かってチャレンジできる人づくり 9 86,109
私立学校外国語指導助手招致事業費補助 12,606 　総務部
交流型日本語教室を起点としたコミュニケーション支援事業 3,814 　観光国際戦略局
済州・台湾友好交流推進事業 11,342 　観光国際戦略局
外国青年招致事業 3,387 　観光国際戦略局
国際交流員招致事業 19,898 　観光国際戦略局
青森から世界へ向かってチャレンジするグローバル人財育成事業 19,276 　教育庁
青商ビジネスチャレンジwith台湾事業 4,930 　教育庁
済州国際青少年フォーラム派遣事業 972 　教育庁
ドリカム人づくり推進事業 9,884 　教育庁

④ 「生きる・働く・学ぶ」をつなぐキャリア教育の推進 6 120,104
「夢のカタチ」形成事業 4,704 　企画政策部
持続可能な地域づくり「あおもり創造学」プロジェクト事業 59,631 　教育庁
産業教育の推進・人財育成事業 30,300 　教育庁
高校生の就職総合支援プロジェクト事業 21,832 　教育庁
仕事力養成推進事業 2,642 　教育庁
大学生とカタル！キャリアサポート形成事業 995 　教育庁

(2) あおもりの未来をつくる人財の育成 39 1,510,151
① 「知・徳・体」の調和のとれた「生きる力」の育成と教育環境の整備 33 1,454,712

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 2,322 　環境生活部
地域の見守りで輝く笑顔推進事業 3,312 　環境生活部
命を大切にする心を育む絆プロジェクト事業 4,146 　環境生活部
小・中学校における教員のＩＣＴ活用指導力向上事業 3,087 　教育庁
高等学校におけるＩＣＴを活用した確かな学力向上事業 12,552 　教育庁
特別支援学校におけるＩＣＴを活用した確かな学力向上事業 6,771 　教育庁
楽しさアップ！子どもの健康づくり事業 2,179 　教育庁
多文化共生まちづくり促進事業（外国につながりのある子どもの日本語指導支援） 4,000 　教育庁
県立学校情報通信技術支援事業 13,200 　教育庁
地域における特別支援教育相談体制強化事業 2,341 　教育庁
学校等における法務相談体制整備事業 1,988 　教育庁
学校における文化部活動推進事業 1,176 　教育庁
語学指導を行う外国青年招致関係事業 17,414 　教育庁
進学力を高める高校支援事業 6,970 　教育庁
学習状況調査費 3,994 　教育庁
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小・中学校外国語教育充実支援事業 1,821 　教育庁
学校の教育相談体制充実を支援する外部専門家活用事業 147,696 　教育庁
24時間いじめ等電話相談事業 9,841 　教育庁
安心できる学校づくり推進事業 2,152 　教育庁
居場所づくり・絆づくり推進事業 2,953 　教育庁
いじめ防止キャンペーン推進事業 7,441 　教育庁
学校図書館活動支援事業 6,599 　教育庁
学校図書館活用推進事業 336 　教育庁
ソーシャルメディア等監視員配置事業 2,860 　教育庁
医師を志す高校生支援事業 20,871 　教育庁
いじめ防止対策事業 824 　教育庁
特別支援学校生徒の夢や志を支援する就労促進事業 32,096 　教育庁
特別支援学校技能検定事業 4,290 　教育庁
県立高等学校教育改革推進事業 16,928 　教育庁
あおもりっ子育みプラン２１事業 970,666 　教育庁
外部人材活用によるスクールサポートスタッフ配置事業 125,925 　教育庁
スクールライフサポーター配置事業 4,354 　教育庁
学校における運動部活動推進事業 11,607 　教育庁

② 学校・家庭・地域が連携し社会全体で子どもを育む仕組みづくり 6 55,439
若者のサード・プレイスづくり事業 6,266 　環境生活部
子ども・若者を地域で支える体制強化事業 3,368 　環境生活部
学校を核とした地域づくり推進事業 2,530 　教育庁
学校・家庭・地域連携協働推進事業費補助 39,067 　教育庁
地域学校協働活動推進事業 2,539 　教育庁
コミュニティ・スクール導入モデル事業（高校・特別支援） 1,669 　教育庁

(3) あおもりの今をつくる人財の育成 26 949,705
① 15 64,980

人生１００年時代を生きるライフシフト人財育成事業 3,662 　企画政策部
若い力による地域の未来創造・発信事業 5,703 　企画政策部
地域経済をけん引する次世代トップリーダー育成事業 4,764 　企画政策部
グローバル人財活躍・ネットワーク推進事業 2,557 　企画政策部
地域創発人財育成事業 3,484 　企画政策部
庁内寺子屋プロジェクト推進事業 4,065 　企画政策部
起業家育成研修事業 759 　商工労働部
未来を築く創造性豊かな産業人財育成事業費 6,034 　商工労働部
白神山地「学びの森」推進事業 10,133 　環境生活部
「地域の思いをつなぐ」若者育成事業 3,405 　教育庁
パワフルＡＯＭＯＲＩ！創造塾開催費 1,196 　教育庁
地域の暮らしを支える元気拠点中南モデル育成事業 3,080 　中南地域県民局
高校生と考える中南地域ビジネス創出事業 9,065 　中南地域県民局
西北地域を楽しむコミュニティ育成事業 3,989 　西北地域県民局
若い世代の上北地域コミュニティ参画モデル事業 3,084 　上北地域県民局

② あらゆる分野における女性の活躍推進 2 9,485
「奥入瀬サミット」女性人財ネットワーク拡大事業 4,667 　企画政策部
働く女性の活躍推進支援強化事業 4,818 　環境生活部

③ 生涯を通じた学びと社会活動参加の拡大 1 3,473
地域共生社会を支えるプロボノ活動促進事業 3,473 　環境生活部

④ 労働力確保対策の強化 8 871,767
あおもり人財確保推進事業 59,033 　商工労働部
地域企業デジタル人財育成モデル構築事業 6,563 　商工労働部
就職氷河期世代等活躍支援事業 7,444 　商工労働部
ジョブカフェあおもり運営・推進事業 94,107 　商工労働部
離職者等再就職訓練事業 661,832 　商工労働部
障害者の多様なニーズに対応した委託訓練事業 25,503 　商工労働部

活力ある持続可能な地域づくりのための人づくり
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農村地域のマルチワークモデル創出事業 15,341 　農林水産部
酪農経営の労働負担軽減実証事業 1,944 　農林水産部

(4) 誰もが生き生きと安心して暮らせる環境づくり 56 696,567
① 保健・医療・福祉包括ケアシステムの充実 2 20,879

未来へつなぐ「青森県型地域共生社会」市町村支援事業 12,879 健康福祉部
社会福祉法人による「青森県型地域共生社会」西北モデル強化事業 8,000 　 西北地域県民局

② 高齢者が生きがいを持ち、安心して暮らせる環境づくり 8 100,628
「青森県型地域共生社会」構築推進事業 21,828 企画政策部
高齢者のフレイル予防推進事業 18,982 健康福祉部
認知症の人の活躍推進事業 4,004 健康福祉部
認知症対策普及支援事業 8,656 健康福祉部
認知症介護実践者等養成事業 1,424 健康福祉部
認知症疾患医療センター運営事業 21,940 健康福祉部
介護人材育成認証評価制度事業 18,536 健康福祉部
持続可能な買い物支援サービス網構築事業 5,258 商工労働部

③ 障害者が自立し、安心して暮らせる共生社会づくり 8 117,776
医療的ケア児支援地域展開促進事業 15,986 健康福祉部
青森県小児在宅支援センター運営事業 47,818 健康福祉部
高次脳機能障害支援普及事業 4,533 健康福祉部
難病医療ネットワーク運営事業 11,626 健康福祉部
重症難病患者在宅療養支援事業 2,948 健康福祉部
障害者就業・生活支援センター運営費 31,190 健康福祉部
障害福祉サービス事業所等認証評価制度事業 2,797 健康福祉部
医療的ケア児支援体制検討部会開催費 878 健康福祉部

④ 安全で快適な生活環境づくり 9 127,036
自治体デジタル・トランスフォーメーション推進事業 17,355 総務部
市町村行政手続等デジタル化推進事業 15,036 総務部
県税クレジット収納事業 2,139 総務部
地域交通ＭａａＳ推進事業 27,791 企画政策部
持続可能な地域公共交通ネットワーク構築事業 15,497 企画政策部
生活交通バス緊急整備費補助 23,100 企画政策部
食の安全を担う獣医師職員確保対策事業 12,039 健康福祉部
感染症発生動向調査事業 8,763 健康福祉部
風しん抗体検査事業費補助 5,316 健康福祉部

⑤ 犯罪に強い地域づくりの推進 9 56,366
青少年のネットセーフティ向上推進事業 5,383 　 環境生活部

警察本部
犯罪被害者等支援推進事業 729 　 環境生活部
ＤＶ被害者等総合支援事業 7,221 健康福祉部
ＤＶ防止広報事業 1,033 健康福祉部
地域生活定着支援事業 28,853 健康福祉部
高齢者を対象とした特殊詐欺被害防止対策事業 7,161 警察本部
地域防犯力向上のための防犯カメラ設置促進事業 3,015 警察本部
子供・女性を性犯罪等から守るための対策事業 2,591 警察本部
ストーカー・ＤＶ等被害者保護対策事業 380 警察本部

⑥ 交通安全対策の推進 2 16,736
あおもり交通安全県民運動強化事業 5,644 　 環境生活部
「横断歩道は歩行者優先」推進事業 11,092 警察本部
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⑦ 消費生活と「食」の安全・安心確保 8 54,523
消費者行政推進事業 31,646 　 環境生活部
多重債務者対策費 180 　 環境生活部
県産農畜産品の安全確保対策事業 8,603 健康福祉部
流通食品安全対策重点事業 2,669 健康福祉部
食品の放射性物質検査事業 332 健康福祉部
牛海綿状脳症対策事業 872 健康福祉部
県産農林水産物放射性物質調査事業 5,825 　 農林水産部
食の信頼確保推進事業 4,396 　 農林水産部

⑧ 歴史・文化の継承と活用 6 163,918
「北海道・北東北の縄文遺跡群」保存・活用推進事業 45,188 　 企画政策部
「青森の縄文遺跡群」保存・活用推進事業 51,324 　 企画政策部
青森県の縄文遺跡群情報発信拠点施設整備事業 30,528 　 企画政策部
「地元の縄文」再発見プロジェクト事業 8,761 　 教育庁
小学生による縄文遺跡と地域の文化財体験事業 2,191 　 教育庁
「選ばれる三内丸山遺跡」魅力発信推進事業 25,926 　 教育庁

⑨ 文化芸術に親しむ環境づくりと人づくり 4 38,705
あおもり文化みらいびと育成事業 5,718 　環境生活部
アレコホール活用によるファン獲得事業 6,597   観光国際戦略局
県美の新たな魅力創出事業 10,095   観光国際戦略局
みんなでつながる青森アート事業 16,295   観光国際戦略局

(5) 災害や危機に強い人づくり、地域づくり 20 3,062,896
① 安全・安心な県土づくり 6 2,628,810

農村地域防災力強化事業 5,977 農林水産部
自然災害防止等緊急対策事業 2,245,000 県土整備部
ブロック塀等耐震改修促進支援事業 1,450 県土整備部
下北地域広域避難路確保対策事業 370,547 県土整備部
住宅耐震診断推進事業 3,593 県土整備部
住宅耐震改修促進支援事業 2,243 県土整備部

② 地域防災力の強化や危機管理機能の向上 14 434,086
災害医療コーディネート体制強化事業 3,344 健康福祉部
保健医療調整本部等体制整備事業 3,525 健康福祉部
新型インフルエンザ等対策推進事業 2,097 健康福祉部
洪水浸水想定区域策定事業 44,000 県土整備部
消防団員確保対策促進事業 5,227 危機管理局
命を守る地域防災活動促進緊急対策事業 5,332 危機管理局
市町村防災力向上確立支援事業 544 危機管理局
大規模災害等防災力強化推進事業 2,088 危機管理局
災害備蓄整備事業 42,264 危機管理局
被災者支援物資調達等緊急防災活動費 300,000 危機管理局
実践的防災教育推進事業 3,217 危機管理局
災害対応力向上・緊急対策事業 9,337 危機管理局
命を守る！防災教育推進事業 5,455 　 教育庁
災害対策警察活動基盤整備事業 7,656 警察本部

各分野共通の施策等 2事業 303,136 千円

持続可能な青森県をめざすＳＤＧｓ拡大推進事業 3,136 　企画政策部
元気な地域づくり支援事業費補助 300,000 　企画政策部

合計 446事業 28,197,850 千円

10 / 10 


