
取組戦略１

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局

762,685 教育庁

7,839 教育庁
新 105,717 教育庁

新 2,120 教育庁

29,033 教育庁

9,905 教育庁

取組戦略２

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 2,000 教育庁

新 2,100 教育庁

13,200 教育庁

9,085 教育庁
新 20,000 教育庁

子ども社会交流体験活動プログラム推進事業
子どもたちに将来に向かっての夢を育ませるととも
に、地域の一員としての自覚や社会性、豊かな心を
涵養するための職場体験や生活体験活動を推進し
ます。

学習状況調査

豊かな人間性を身に付ける教育の推進
　子どもたちが成長過程において豊かな人間性を身に付けることができるよう、
「命を大切にする心」など他を思いやる心や感動する心を育む奉仕体験、自然
体験などの充実に取り組みます。
　また、地域の一員としての自覚や社会性を身に付ける生活体験、子どもたち
の創造力や独創性を育む体験活動などの充実に取り組みます。

事業名

　子どもたちが発達段階に応じて確かな学力を身に付けることができるよう、少
人数学級編制など個に応じた指導の充実を図るとともに、小中高の各学校段
階を通じた系統的な学習指導の展開、教員の研修体制の整備を図ります。

養護学校等における医療的ケア体制整備事業

初任者研修（小・中・県立）

小・中学校の普通学級に在籍する多動傾向や要介
助など特別な配慮を必要とする児童生徒の教育活
動の充実を図るための学校及び地域における支援
体制のあり方を研究します。

 医療的ケアを日常的に必要とする児童生徒の教育
活動の充実のための、養護学校等における医療的
ケア実施体制を構築します。

事業名

わくわくスクール支援体制研究事業（地域における特別
支援教育充実事業、教育活動支援員配置事業、先進
調査研究事業）

自然体験活動プログラム開発事業
子どもたちが自然体験活動に取り組む機会を増や
すことにより豊かな人間性を育むための自然体験活
動プログラムを開発します。

学校生活相談員活用調査研究事業

　このプロジェクトは、学校、家庭、地域社会がそれぞれの役割を担いながら、一体となって自立する
人づくりを推進し、社会の一翼を担い、社会に貢献できる人財を育てることを目的とするものです。

確かな学力を身に付ける教育の推進

プロジェクトの目的

（ １ ） 自 立 す る 人 づ く り 推 進 プ ロ ジ ェ ク ト

あおもりっ子育みプラン21

中堅教職員指導実践力向上研修（幼・小・中・県立・養
教・栄養）

読書活動推進事業
夢実現人づくりプラン

高校生の向上心や学ぶ意欲などのチャレンジする
心を育むため、生徒のアイデアを取り入れた特色あ
る学校づくり事業を実施します。

青森県重点推進プロジェクト（わくわく１０
テ ン

）の推進に係る主な事業 

（平成１７年度） 
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取組戦略３

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局

749 教育庁

新 7,140 教育庁

新 11,000 商工労働部

19,947 教育庁
新 4,060 教育庁

新 7,584 商工労働部

新 10,251 商工労働部

新 7,775 商工労働部

新 2,213 商工労働部

大学進学志望者の進路志望達成を支援するための
受験指導に優れた教員による医学部等難関学部に
係る受験指導システムの構築及び医師を目指す生
徒に対する職業教育プログラムを実施します。

チャレンジする心を育む教育の推進
　子どもたちが夢の実現に向かってチャレンジする心を持ち、社会的に自立す
る力を身に付けることができるよう、教育活動全体を通じた進路指導体制を整
備するとともに、自立と生き方を考える体験活動や勤労観・職業観を身に付け
て主体的な進路選択に導くための活動に取り組みます。

事業名

夢実現チャレンジプラン

特殊教育諸学校就職促進事業

高校生進路志望達成支援事業

ＩＴ産業等次世代産業向け人材育成事業
青森高等技術専門校において、ＩＴ・光通信等の分
野における新知識、技能を有する人材育成を行うた
めの教材整備及び外部講師による教育訓練を実施
します。

クリスタルバレイ向け人材育成事業
八戸工科学院において、液晶及び半導体関連の
技術を有する人材育成を行うための教材整備及び
外部講師による教育訓練を実施します。

キャリア教育促進事業

あおもりジョブ・トリガー事業

あおもりＯＳＳランド推進事業
本県における情報サービス産業の振興を図るため、
オープンソースソフトウェア（ＯＳＳ）の活用を目的
に、ビジネスモデルの作成、技術者の育成支援、
フォーラム、セミナーの開催及びＯＳＳの普及啓発
等を実施します。

津軽塗新商品開発「リバースＴＳＵＧＡＲＵ」推進事業
伝統工芸品である津軽塗産業の振興を図るため、
次代の人材育成と新商品の開発を目的に、異業種
企業等との意見交換会の開催及び新商品の試作
に要する経費に対して支援を行います。

児童生徒が主体的に進路選択・決定できる能力を
養うため、小・中学校段階における勤労生産、職業
体験をとり入れた教育活動のあり方について調査研
究します。

本県の次代を担う世代の職業観の涵養、就業意識
の高揚を目的に、小学校高学年を主な対象とした
青森ならではの仕事について紹介するＤＶＤを作成
します。
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取組戦略４

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 6,800 教育庁

4,375 教育庁

768 教育庁

568 教育庁
新 395 教育庁

新 1,890 教育庁

新 1,040 環境生活部

　少子・高齢化や核家族化などの中で、家庭や地域における教育力を向上さ
せるため、教育の原点ともいえる家庭教育の充実に向けた取組を推進します。
　また、学校と地域を結ぶ人づくりを進めるとともに、子どもと大人がともに活動
する機会を充実させながら、地域社会全体で子どもたちを育むことの大切さに
ついて共通理解を図ります。

地域の教育力を高める取組の推進

事業名

男女共同参画による新しい価値の創造推進事業
職場等において男女共同参画に関する意識の醸
成と定着を図るための意識啓発講座等を実施しま
す。

地域で家庭教育支援を行っている人々が、より一層
連携・協力した活動を実現するための支援者同士
のネットワーク形成を目指した、専門的・実践的な講
座を開催します。

家庭教育支援者ネットワーク形成講座

学校と地域の協働による教育活動推進事業
地域社会全体で子どもたちを育む環境づくりを推進
するための学校と地域の協働による教育活動を推
進する人材を育成します。

ボランティア活動に対する県民の理解と関心を深
め、地域社会におけるボランティア活動の活性化を
図るためのボランティアコーディネーターを養成しま
す。

学校評議員配置事業
地域活動実践セミナー
あしたのネットワークセミナー
ボランティアコーディネーター養成セミナー
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取組戦略１

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 14,057 商工労働部

新 2,338 商工労働部

5,616 商工労働部

5,856 商工労働部

12,256 商工労働部

4,502 商工労働部

5,400 企画政策部

20,865 商工労働部

2,399 文化観光部

3,558 環境生活部

1,500 商工労働部
新 18,248 商工労働部

取組戦略２

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 2,742 商工労働部

新 20,000 県土整備部

新 17,200 農林水産部

新規の雇用創出を伴う事業に係る創業支援資金の
保証料を市町村と協議して補助します。

プロジェクトの目的

（ ２ ） し ご と 空 間 創 造 プ ロ ジ ェ ク ト

　このプロジェクトは、本県の厳しい雇用状況を打開するために、本県の雇用の拡大が図られ、県民
の働く場が確保されることを目的とするものです。生活創造社会を実現する上で、重要なプロジェクト
です。

創業・起業の推進
　地域の課題をビジネスチャンスとしてとらえて事業を展開していくコミュニティ
ビジネスへの参入やベンチャー企業、企業組合の活用などを支援し、産学官
連携などを通じて、創業・起業を推進します。

事業名

雇用サポート金融対策事業費補助

あおもり産学官連携促進支援事業
　県内の大学等が有する研究シーズと企業の技術
ニーズとのマッチングを図り事業化を促進するため
の産学官連携推進会議の開催及び大学等におけ
るコーディネートルームの開設に要する経費に対し
て補助します。

雇用創出緊急創業支援事業

コミュニティビジネス推進事業
コミュニティベンチャー推進事業

熟成シーズ活用産学官共同研究事業
観光ビジネススクール「はやて」推進事業
ＮＰＯによる雇用創出事業

地域再生推進事業

新産業起業化支援事業
ベンチャー創業・育成支援事業

建設産業などの再生・活性化の推進
　構造変化に直面している建設業の経営改善や新分野進出などの取組を支
援していきます。また、地域中小企業の経営革新などの取組を支援していきま
す。

事業名

建設業ニュービジネス展開促進モデル事業費補助
建設業の構造転換を推進するために、新規事業を
展開することを目的とした事業協同組合の設立を支
援する青森県中小企業団体中央会に対して補助し
ます。

建設産業再生・活性化促進事業

特区を生かした建設産業等からの農業経営参入推進
事業

農業経営に参入を希望する建設業者等に対する技
術指導及び農業経営計画の作成やその実践に係
る支援を行います。

企業組合設立推進・支援事業

インキュﾍﾞｰﾄ施設に入居するベンチャー企業の賃
料等を助成する市町村や環境・エネルギー産業創
造特区内で起業・創業しようとする企業等に対する
支援を行います。

県内建設投資の減少という厳しい構造変化の地域
経済・雇用に及ぼす影響を最小限にとどめるため、
建設業者の自助努力を支援します。

4 



新 8,199 商工労働部

新 10,420 商工労働部

7,312 商工労働部

12,093 文化観光部

30,284 文化観光部

61,000 県土整備部

12,200 特別対策局

21,412 商工労働部

9,000 商工労働部
新 5,000 商工労働部

10,636 商工労働部

取組戦略３

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 9,892 商工労働部

新 7,000 商工労働部

新 25,000 企画政策部

42,000 商工労働部

6,755 商工労働部

10,800 商工労働部
新 79,539 商工労働部

233,943 商工労働部

アセットマネジメントによる社会資本長寿命化市場創出
事業

ファシリティマネジメント導入推進事業
中小企業経営革新支援等事業

本県と中国大連市の経営資源を結びつけた新たな
ビジネス創造の可能性を探るための調査とビジネス
モデルの提案等を行います。また、県産材を利用し
たビジネスモデルの事業化可能性調査の実施に係
る支援を行います。

商店街等活性化事業費補助
まちなか丸ごと元気事業費補助

きらり青森商人育成事業
あおもり観光サーベイ推進事業費補助

中国大連市で事業展開を行う県内企業の相談窓口
となる青森県専任の現地スタッフを配置するととも
に、県内企業が大連市においてビジネスをスムーズ
に行えるスペースを設置します。

青森・大連ビジネス資源等調査・研究事業

まるごと青森情報発信事業

中小企業グローバル化促進事業

企業誘致情報高度化事業

戦略的企業誘致の推進
　地理的特性や企業、大学などに賦存する技術、研究開発機能、人的ネット
ワークなど本県の様々な地域資源を活用して、ＦＰＤ関連産業や環境・エネル
ギー関連産業などの戦略的企業誘致活動を展開していきます。

事業名

海外産業経済交流推進事業

商店街振興組合等による空き店舗の活用、住民や
来街者のニーズに対応した機能の充実、人材の育
成等の実施に要する経費に対して補助します。

重点的産業誘致視察会実施事業
本県への企業立地を更に進めるため、企業訪問に
おける提案から視察実施までの一連の企業誘致活
動を戦略的に実施することを目的に、本県が重点
的に誘致を進めようとする産業分野に係る誘致戦略
会議の開催及び立地環境視察会を実施します。

県内企業が有する工場立地情報を活用した県と県
内企業が一体となった誘致活動を行い、これにより
県外企業が立地した場合の当該県内企業に対する
協力金の交付及び企業誘致のためのホームページ
の更新・拡充を行います。

生活創造社会推進情報発信事業
生活創造推進プランに基づく今後の重点的な取組
みを戦略的に展開するため、生活創造社会の考え
方やそれに基づく地域ビジョンを県内外へ発信しま
す。

青森県企業立地雇用創出奨励費補助
ＦＰＤ関連企業誘致事業
環境・エネルギー関連企業等立地促進事業
テレマーケティング関連産業立地促進特別事業

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の誘致を促進するた
め、テレマーケティングを行う企業及び電子データ
の運営管理を行う企業に対する補助等を行いま
す。
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取組戦略４

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 5,640 商工労働部

新 7,584 商工労働部
新 10,251 商工労働部

43,617 商工労働部

9,127 商工労働部

26,837 商工労働部

1,900 教育庁

2,300 教育庁

6,627 商工労働部

取組戦略５

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 31,700 商工労働部

37,085 商工労働部

13,731 商工労働部

取組戦略６

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 5,339 商工労働部

新 3,207 商工労働部

新 2,220 商工労働部

17,240 商工労働部

1,871 商工労働部

クリスタルバレイ向け人材育成事業（再掲２頁）

若年者のいきいき就業促進
　低迷している若年者の就職率・定着率や多様化する就業意識・就業形態を
踏まえ、就職支援機能の強化、若年者の職業意識の醸成、職業訓練の強化、
企業における実地訓練を通した若年人材の育成・活用などに取り組みます。

事業名

若年者いきいきしごと推進事業費補助

若年者ワンストップサービス推進事業

就職後３年未満の若年者の職場定着率の改善を目
指し、社会人としての意識高揚を図るための研修会
の開催及びカウンセリングの実施等の取組を行う経
済団体等に対して補助します。

ＩＴ産業等次世代産業向け人材育成事業（再掲２頁）

日本版デュアルシステム推進事業
若年者スキルアップ推進事業
Ｂｅ・プロフェッショナル事業
あおもりベンチャービジネス教育事業
新規学校卒業者県内就職促進事業

中高年失業者の円滑な再就職支援
　社会的にも影響が大きい中高年失業者、離職者の円滑な就職を支援するた
め、求人開拓や企業ニーズの収集、職業訓練の機会・内容の充実や本人の
職業能力を顕在化する機会の提供、人材ニーズ情報の提供などを進めていき
ます。

事業名

中高年雇用支援事業
中高年齢者の再就職を促進するため、県内の商工
会議所等への雇用開拓推進員の設置による求人
開拓及び情報提供等を実施します。

広げるふれあう障害者雇用推進事業

長期・中高年齢失業者就職支援事業

ジョブサポーター育成事業
障害者の雇用拡大と維持、安定に資するため、障
害者の就労支援を行う人材育成を目的とした検討
委員会の設置、県内ニーズ調査、育成カリキュラム
の作成及び教材の開発を行います。

チャレンジド雇用・就業支援事業

チャレンジドＳＯＨＯ推進事業
障害者の雇用拡大と維持、安定に資するため、ＩＴ
を活用した障害者の在宅就業者の育成を目的とし
て、検討委員会の設置、県内ニーズ調査、育成カリ
キュラムの作成及び教材の開発を行います。

知的障害者庁内短期研修事業
知的障害者を県庁内の関係各課に半年ずつ配置
し、研修を行う短期研修事業を実施します。

人材地方環流促進事業

障害者の就業促進に向けた社会的な環境づくりの推進
　全般的な雇用情勢が厳しい中で、特に厳しい状況下に置かれている障害者
の就業促進を図るため、障害者が働きやすい環境、障害者を雇いやすい環境
の整備に取り組みます。

事業名
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取組戦略１

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 25,310 農林水産部

新 950 農林水産部

4,691 農林水産部
（健康福祉部）

5,815 農林水産部

3,270 農林水産部

4,411 農林水産部

7,182 農林水産部

6,394 農林水産部

取組戦略２

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 18,400 農林水産部

新 2,130 農林水産部

食の安全・安心理解促進事業
食の安全・安心確保に対する県民意識の向上を図
るための食の安全・安心の優良取組事例の収集・
表彰及び人材リストの作成を行います。

農薬安全使用等総合推進事業

あおもり食の信頼確保システム構築事業

事業名

総合販売戦略推進事業

「食」と「工芸」のコラボレーション事業

（ ３ ） 「 攻 め の 農 林 水 産 業 」 総 合 販 売 戦 略 プ ロ ジ ェ ク ト

プロジェクトの目的
　このプロジェクトは、本県の優位産業である農林水産業を伸ばし、雇用を拡大するためのプロジェ
クトです。
　総合販売戦略に基づく県産品の販売促進活動により、国内外で県産品の安全・安心・高品質なイ
メージが消費者などに浸透し、県産品の認知度・評価が高まり、「モノづくり」から「商品づくり」への転
換が進み、新たな県産品の発掘と販売促進が図られることを目的とするものです。

「安全・安心」信頼確保システムの構築
　安全・安心な商品を求める消費者ニーズに対応するため、本県で生産される
産品についてトレーサビリティシステムの確立と残留農薬検査への取組を推進
し、安全・安心な産品を提供するシステムの構築に取り組みます。

事業名

食の安全・安心確保対策事業
生産者や農業団体等に対する安全で安心な農産
物づくりに向けた意識啓発のためのセミナーの開
催、安全で安心な県産農産物を提供するため農業
団体等が出荷前に行う残留農薬検査に対する支援
等を行います。また、農産物の生産段階における安
全性を確保するため、ＧＡＰ（適正農薬規範）の導入
に対する支援を行います。

　県産品の安全・安心情報の消費者・実需者への発信やマーケティング情報
の生産現場への提供を通じ、双方の信頼関係を醸成し、県産品のイメージ
アップを図ります。

食の安全リスクコミュニケーション推進事業

食の安全・安心対策推進事業費

食品表示適正化指導事業

消費・生産双方の信頼を醸成する情報発信

ＢＳＥ清浄化推進対策事業

県産品の総合的なイメージアップを図るための「県
産品統一キャッチフレーズ・シンボルマーク」の策定
及び県産品ホームページの運用等による県産品の
情報発信の強化を行います。

首都圏居酒屋・レストランを対象とした「食と工芸」の
アンテナショップ設置による県産品の販路拡大を行
います。
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取組戦略３

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 1,260 農林水産部

新 10,920 農林水産部

新 2,189 農林水産部

新 1,870 農林水産部

新 4,290 農林水産部

新 2,560 商工労働部

38,647 農林水産部

2,350 農林水産部

555 農林水産部

1,000 農林水産部

8,543 農林水産部

4,275 農林水産部

3,494 農林水産部
新 19,000 農林水産部

新 9,874 農林水産部

23,125 農林水産部

45,908 農林水産部

12,623 農林水産部

18,050 農林水産部

9,500 農林水産部

71,231 農林水産部

110,000 農林水産部

2,135 農林水産部

2,208 農林水産部

新しいあおもりの米需要拡大事業
新たな看板品種や米の新規用途が期待される新形
質米をデビュー・周知させ、売り込みを図る経費に
対する支援を行います。

県内で栽培されている高級ワイン用ぶどう品種「ケ
ルナー」を原料にワインを試作し、本県での栽培特
性にあった良質のワインの製造条件とぶどう栽培条
件の研究を行います。

青森ワインブランドの開発

グリーンバイオセンターで育成した新品種の輪ギク
「えみあかり」や小ギク「秋小紅」の新たな需要拡大
のためのＰＲ及び生産体制の整備を行います。

あおもり野菜「真のおいしさ」追求事業

「売れる商品」販売戦略モデル事業

事業名

あおもり「有機の郷づくり」総合推進事業（再掲22頁）

　消費者に信頼される産地を確立するため、県独自の認証システムの構築に
よる「あおもりブランド」づくりや新たな加工品の開発など消費者の求める安全・
安心で高品質な商品づくりに取り組みます。

安全・安心・高品質な商品づくり

野菜の「おいしさ」を高めて食卓まで届けるため、
「おいしい」商品づくりを目的とした調査・検討を行
います。

新しいあおもりの花需要拡大事業

ＫＩＨＡＣＨＩプロジェクト推進事業
人気ブランド「ＫＩＨＡＣＨＩ」とタイアップすることによ
る県産品のブランドイメージの向上を図ります。

県産品を「売れる商品」とするための生産者、加工
業者、デザイナー等を対象とした異業種とのフォー
ラム、売れる商品評価会及び売れる商品発表会の
開催等を行います。

あおもり水産加工再生強化支援事業
あおもり特産えだまめブランド化推進事業
あおもり特産地鶏ブランド化推進事業
青森りんご総合評価向上推進事業(青森りんご流通新
戦略実験モデル事業費補助、青森りんご新品種定着化
推進事業費、青森りんごマッピングシステム導入モデル
支援事業費補助）

あおもり銘柄米産地育成事業
主要農作物新品種導入円滑化事業
青森りんごブランド浸透事業費補助

テレビ、新聞、雑誌等の媒体を活用した消費宣伝、
消費者に直接青森りんごの良さをアピールするため
の青森りんご専門の販売促進員の養成及び活用、
青森りんごセミナー開催など、多様な消費宣伝活動
を実施し、県産りんごの消費拡大を図ります。

安全・安心な土づくり総合推進事業
安全・安心な農産物の生産や環境への負荷軽減に
力点を置いた土づくりを推進します。

北東北三県大阪アンテナショップ運営事業
「クリーンあおもり米」需要拡大支援事業
カラダもココロもきれい「あおもり野菜・花き」消費宣伝対
策事業

青森りんごプロジェクト型消費宣伝事業費補助
青森ほたて新需要開拓推進事業費補助
あおもり施設農業拡大対策事業
あおもり「冬の農業」施設整備事業費補助
機能性の高い野菜栽培技術と環境にやさしい持続的野
菜生産技術の確立

特別栽培農産物推進事業

8 



4,360 農林水産部

取組戦略４

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 8,590 農林水産部

新 2,530 農林水産部

新 9,730 農林水産部

新 4,170 農林水産部
（商工労働部）

新 2,152 農林水産部

新 4,330 農林水産部

新 3,160 農林水産部

新 11,900 農林水産部

16,820 農林水産部

7,044 農林水産部

5,348 農林水産部

2,000 農林水産部

エコ農業推進事業

国内外をターゲットにした強力な販売戦略の展開
　県産品の販売力を高めるため、商品の発掘、販路の選択、商品情報の蓄
積、県内生産者と消費地バイヤーなどとの仲介をするコーディネート機能の充
実・強化を図ります。
　また、大型量販店やアンテナショップなどでの販売フェアなどにより、消費者
に対して県産品の評価向上を図るとともに、物流コスト削減のためのシステム
の改善や東南アジア・中国をターゲットにした販売促進などに取り組みます。

事業名

県産品新流通システム推進事業
県産品の販売力を高めるための安全・安心で良質
なこだわり品等を安定的に供給する新たな流通シス
テムを構築します。

電子商取引を利用した全国販路拡大事業
新たなビジネスチャンス拡大のための電子商取引
の普及・促進及び電子商取引を通じた全国的な販
路拡大・新規取引先発掘、販売活動等に対する支
援を行います。

攻めの農林水産業プロモーション事業
県産品の販路拡大を図るための大手量販店等にお
ける県産品フェアの開催やトップセールス等を実施
します。

津軽塗躍進戦略「ＴＳＵＧＡＲＵ　ＪＡＰＡＮ」事業

津軽塗を地域産業として再生させるための商品開
発及び国内外におけるプロモーション実施、販売活
動支援を行います。

「青森ヤリイカ」ブランド化推進事業
ヤリイカのブランド力向上のため、安定生産を目的
とした資源管理手法の開発及び提案営業方式を前
提とした新たな流通経路の開拓を行います。

青森りんご東アジア市場輸出プロモーション事業
中国向けのりんごの輸出を促進するための上海市
における消費宣伝キャンペーンの開催及び大連市
への輸出可能性調査を行います。

地域販売等活動促進事業
農林水産・商工団体等の連携による地産地消、県
産品販売や農林水産加工品開発等に関する斬新
で効果的なモデル的取組みに対する支援を行いま
す。

初雪たけ全国ブランド化推進事業
初雪たけ種苗供給体制の整備及び県外への販路
拡大による全国ブランド化を推進します。

青森県農林水産品販売促進総合対策事業
対中国農林水産物輸出促進事業
「あおもりの酒」戦略推進事業
青森産品販路開拓事業
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取組戦略５

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 1,000 農林水産部

新 4,200 農林水産部

2,810 農林水産部

2,450 農林水産部

22,500 農林水産部

5,286 農林水産部
新 600 農林水産部

　県内における県産品の消費拡大を図るため、地産地消への県民意識の高
揚に向けた「ふるさと産品消費県民運動」の展開や県内スーパーでの県産品
の取扱拡大、道の駅・産直施設などのネットワーク化による特産品の販売促進
を図ります。
　また、学校・福祉施設の給食への地場産品の活用促進や観光地、観光関連
産業とのタイアップにより県産品の消費の拡大を図ります。

生産者の顔が見える地産地消の推進

事業名

あおもり食文化魅力発信事業
県内各地の旅館組合（旅館・ホテル）による地域な
らではの定番料理の開発・定着を支援し、観光産業
と連携した地産地消を推進します。

ぬくもりの木質ペレット利用推進事業

青森のスギで家づくり推進事業

地元食材活用促進普及事業
あおもりの木で家づくり普及事業費補助

ふるさと産品消費県民運動推進事業

攻める木やる木推進事業
県産材の需要拡大による林業・木材産業の活性化
を図るため、県産材認証制度の創設及び建築士を
対象にスギ材を中心とした技術研修会の実施を行
います。

木質バイオマスの利用形態として、消費・活用が期
待できる木質ペレットの普及促進活動を実施しま
す。
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取組戦略１

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 2,920 文化観光部

新 2,400 農林水産部

新 3,030 農林水産部

新 7,120 文化観光部

9,863 文化観光部

1,439 農林水産部

取組戦略２

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 17,825 文化観光部

10,002 環境生活部白神山地保全・利用推進総合対策事業

（ ４ ） あ お も り ツ ー リ ズ ム 創 造 プ ロ ジ ェ ク ト

プロジェクトの目的
　このプロジェクトは、本県の自然、四季の移ろい、安全・安心な農林水産物、食、地域文化・生活文
化、歴史・風土などの地域資源や豊かに流れる時間を訪問者に全身で満喫してもらう新しい形の観
光である「あおもりツーリズム」を実現するものです。
　また、このプロジェクトは、「はやて効果」を継続させ、平成22年にも予定されている東北新幹線新
青森駅開業に結び付けていくためのプロジェクトであるとともに、観光関連産業の雇用の拡大を図る
ものです。

豊かな時間づくりの推進
　訪問者に、本県の自然や食、地域文化・生活文化などをゆっくりと味わっても
らい、県内を回遊してもらうために、名川「達者村」など農山漁村におけるグ
リーン・ツーリズムをはじめとして、本県の特性を生かした旬の食材と豊かな時
間を感じることができる滞在型体験観光を推進します。

事業名

津軽広域フリーパス発行事業

美しい空間づくりの推進

あおもり「達者村」開村モデル事業
あおもりツーリズム「感動と食の旅」確立推進事業

津軽地域における滞在型観光、周遊型観光の一層
の推進を図るため、観光二次交通の整備による観
光客の利便性向上を目的に、対象地域内の交通機
関の定額利用と観光施設入館料等の割引を可能に
する共通券の発行に要する経費に対する支援等を
行います。

情報発信コア・サテライト構築事業
グリーンツーリズムの受入体制整備拡大を図るため
の情報受発信ネットワークの構築を推進します。

海彦山彦「食の幸」活用モデル事業
「食」をテーマとした新たな旅行商品を造成するた
め、本県の農林水産物資源を活用した食材を地域
の観光宿泊施設等で提供できるシステムづくりの支
援とＰＲ活動の実施を行います。

　本県の自然の素晴らしさをアピールするために、山岳、森林、海岸などの自
然景観のみならず、都市景観、農村景観などを効果的に保全・創造することに
より本県の美しい空間づくりを推進します。

事業名

世界自然遺産会議記念白神山地誘客対策事業
本年１０月の「第２回世界自然遺産会議」の開催を
契機に、白神山地の魅力を全国に情報発信するた
めのポスター、パンフレットの作成等を行います。

農家民泊推進事業費
農家民泊に係る規制緩和の内容周知と接遇に係る
研修会等を開催します。
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取組戦略３

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 32,837 文化観光部

新 10,284 文化観光部

新 5,400 企画政策部

2,000 文化観光部

13,408 文化観光部

20,000 文化観光部

33,275 文化観光部

取組戦略４

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 27,825 文化観光部

新 18,424 文化観光部

新 2,683 教育庁

新 7,662 企画政策部

35,276 文化観光部

北海道・北東北三県における縄文文化遺産などを
北の縄文文化回廊として内外にアピールするため
の四道県関係者によるフォーラムや交流会議を開
催します。

新幹線効果活用推進プログラム事業

コンベンション誘致推進事業

新幹線効果を効果的・広域的に波及させるため、全
県的な取組体制の充実と取組を推進します。

三内まほろばパークと総合芸術パークの一体運営
及び活性化のための検討を行います。また、両パー
クを舞台に本県出身作家をテーマとした県民参加
型演劇「津軽」の公演を行います。

美術館ブランド戦略推進事業
県立美術館(仮称)の代表的収蔵品「アレコ」を題材
とした舞踊劇の出演者等を決定する公開コンペの
実施、大韓民国との国際的な芸術文化交流を推進
するための県立美術館(仮称)の収蔵品を紹介する
展覧会や同国の映画上映会を開催します。

北の縄文文化回廊づくり事業

冬季観光振興事業費補助

感動のあおもり冬季観光誘客推進事業

特色あるアート資源の活用
　本県が有する特色あるアート系資源（自然環境以外の人工資源）を活用した
観光振興を図るために、ねぶたなど各種の祭りの活用や平成18年に開館が予
定されている青森県立美術館を中心とした創造性あふれる芸術の発信、コン
ベンションの誘致の展開などにより、都市型のツーリズムを推進していきます。

冬季観光シャトルバス運行推進事業
十和田湖冬物語開催事業費補助

冬季観光中核イベント創出事業
冬季観光の振興を図るための新たな冬季観光中核
イベントの開催や広告・宣伝を展開します。

青森空港国際定期便利用拡大推進事業
県民の海外渡航の利便性向上と本経済の活性化を
図るため、青森・ソウル及び青森・ハバロフスク間の
定期便就航10周年を契機とした利用拡大推進事業
を共同実施します。

　本県観光の課題である冬季観光を、これまでも進めてきた「十和田湖冬物
語」をはじめ、さらなる冬の魅力を掘り起こし、強力に発信していくことによっ
て、「あおもりツーリズム」の通年化を図ります。

事業名

海外向け「冬の青森」イメージづくり事業

冬の魅力の再発見

事業名

JOMON文化・観光拠点づくり推進事業

冬季観光の振興を図るため、外国人観光客の誘致
促進を目的に大韓民国、台湾及び中国大連市を
ターゲットとしたＰＲ活動を実施します。
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取組戦略１

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 3,531 商工労働部

新 15,398 商工労働部

新 9,425 商工労働部

35,278 商工労働部

31,056 商工労働部

取組戦略２

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 16,850 商工労働部

新 22,206 商工労働部

29,558 商工労働部

7,256 商工労働部

25,880 商工労働部

3,248 農林水産部

ＦＰＤ表示技術及び駆動回路技術に関する研究開発推
進事業
地域結集型共同研究推進事業

　今後の有望産業として期待される環境・エネルギー産業の研究開発機能の
展開や関連産業の集積を図るため、「環境・エネルギー産業創造特区」の活
用や「むつ小川原ボーダレスエネルギーフロンティア構想」の推進などにより、
水素・燃料電池やマイクログリッドなど先進的エネルギー関連プロジェクトの実
証や具体化のための支援、風力発電・天然ガスなど新エネルギーの導入、「あ
おもりエコタウンプラン」に基づく先進的リサイクル事業の推進に取り組みま
す。

事業名

環境・エネルギー産業の創出と研究開発拠点の形成

ナノテクノロジー支援事業
広くナノテクノロジー利用への意欲を喚起するため
のガイドラインを作成するとともに、実用化に向けて
ナノテクノロジー関連の研究開発を進める企業等に
対して支援します。

バイオマスを燃料とする燃料電池クリーンエネルギーシ
ステムの開発事業

 燃料電池発電に伴う熱を用いた、発電と融雪との
ベストミックスを可能にするシステムの開発を行いま
す。

 　むつ小川原開発地区に、液晶をはじめとするＦＰＤ関連産業の集積を図る
ため、関連する企業立地への支援施策や、研究開発、人材養成などの取組を
進めていきます。
　また、ものづくりの新たな基盤技術であるナノテクノロジーなどの先端技術を
活用した産業の育成に取り組みます。

事業名

クリスタルバレイ構想実現化推進事業
クリスタルバレイ構想を実現するため、地域産学官
の実現化推進体制の整備、シンポジウムの開催及
び関連企業の立地動向調査等を行います。

先端技術を活用した産業の育成

（ ５ ） あ お も り 型 産 業 創 造 育 成 プ ロ ジ ェ ク ト

プロジェクトの目的
　このプロジェクトは、ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）関連産業や環境・エネルギー産業などの将
来性の高い先端型産業や食品加工など本県の地域特性を活かした地域産業の振興により、新たな
雇用の場を創出するとともに、本県経済の新たな展開を図るものです。
　中期的な雇用の創出や本県経済を活性化させる上で、重要なプロジェクトです。

環境・エネルギー産業創造特区水素エネルギー利活用
推進事業

環境・エネルギー産業創造特区における規制緩和
を活用しながら、水素・燃料電池関連産業の集積を
目指した戦略の策定及び先駆的プロジェクトの導入
調査等を実施します。

むつ小川原ボーダレスエネルギーフロンティア構想推
進事業

　「むつ小川原ボーダレスエネルギーフロンティア構
想」の推進を図るため、むつ小川原開発地区にお
いて、水素に関連した研究開発や実証試験等を集
積させるための先導プロジェクトの実施に向けた取
組を行います。

環境・エネルギー産業創造特区推進事業
環境リサイクル産業立地促進事業
環境・エネルギー関連技術開発支援事業
青森型エコ・アグリランド推進事業

13 



取組戦略３

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 8,109 商工労働部

新 6,800 商工労働部

新 10,600 農林水産部

13,155 商工労働部

8,565 商工労働部

3,882 農林水産部

3,000 農林水産部

2,310 農林水産部

1,200 商工労働部

取組戦略４

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 2,115 商工労働部

新 4,052 商工労働部

新 3,224 商工労働部

新 2,614 農林水産部

6,300 商工労働部

1,838 商工労働部

　農林水産県としての本県の高い潜在力を活かした競争力のある新産業を創
出するために、豊富な農林水産資源を活用した新食感・新機能を持った食品
やサプリメントの開発を支援します。
　また、バイオマス資源を活用したエネルギーや新たな製品づくり、農工連携
による研究開発や工業技術を活用した新たな農業生産のシステムづくりに取り
組みます。

事業名

あおもり型農工ベストミックス新産業創出支援事業

県産農林水産資源を活用した付加価値の高い製品開
発・事業化の促進

企業等の産業活力と本県の農業分野を最適な形で
融合させることにより、新たな活力ある産業構築の
形成を支援するためのビジネス交流の場の提供等
による普及啓発、検討・調査を実施します。

ヘルスプロモーションに対応したユニバーサルデザイン
フードの開発

 りんご、米、海藻など本県の豊富な農水産資源を
活用し、健康改善機能を含み、食べやすさを備えた
食品の研究開発を行います。

未利用バイオマス成型技術を応用した製品開発研究

地域バイオマスの有用成分と機能性の探索に係る研究
事業

生物系残材料のリサイクル技術の研究開発事業

都市エリア産学官連携支援事業

あおもりクラフト魅力再発見事業

未利用バイオマス資源を特許申請中の植生基盤の
製造技術を応用して、養液栽培用培地等の製品を
開発します。

ほたてがい多角的利用技術開発事業
県産スギ湾曲集成材技術による屋内外製品の開発研
究

医療・健康福祉関連産業の創出育成を図るため、
専門家による公募商品、サービス等についての実
践的アドバイスやモニタリング調査を実施します。

医療・健康福祉関連事業化支援事業
医療・健康福祉関連産業の創出育成を図るため、
企業等が行う医療・健康福祉関連分野での商品
化、事業化に向けた研究開発の支援を行います。

木工芸ユニバーサルデザイン玩具開発

医療・健康・福祉産業分野への進出促進

未低利用資源となっている海藻種から、海藻飲料な
どの新たな海藻加工品を開発するための調査研究
を行います。

県内の木材資源を活用し、視覚・聴覚などの障害
児が安全に遊べる玩具の研究開発を行います。

未・低利用海藻高度食用化事業

健康増進サービス産業創出育成事業

医療・健康福祉関連産業の創出
　少子・高齢化の進行や健康志向の高まりを背景に、需要が増大することが見
込まれる医療・健康福祉関連産業の育成・創出を図るため、大学の技術シー
ズや豊かな自然・食材など多様な地域資源を活用して、医療・福祉用具や機
能性食品、健康志向食品の開発、温泉などを生かした医療・健康サービスな
どの創出に取り組みます。

事業名

医療・健康福祉産業事業化サポート事業
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12,062 商工労働部
新 4,895 商工労働部

取組戦略５

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 2,686 商工労働部

新 7,775 商工労働部
新 2,213 商工労働部

773 商工労働部

13,509 商工労働部

3,285 商工労働部

1,500 商工労働部

2,294 商工労働部
新 6,600 商工労働部

高齢化社会の中で歯周病が増加していること踏ま
え、現在の「痛い」歯周病検査方法に変わる、超音
波技術を応用した非接触かつ非侵襲な計測技術及
び検査システムを開発します。

産学官連携の促進と研究開発の推進
歯科医療のための非侵襲プロービング技術の開発

あおもり型産業創造に対応した人材の育成
　産業振興を担う意欲と創造性にあふれた人材の育成を図るため、高度な情
報通信技術を活用した新たなビジネス展開や経営手法に対応できる情報サー
ビス産業の人材育成、知的創造サイクルを支える人づくり、先端技術に対応し
た職業訓練などの環境づくりを進めていきます。

事業名

青森県知的財産バーチャルモール整備事業費補助
青森県知的所有権センターが行う知的財産に関す
る情報発信のためのホームページの開設に要する
経費に対する補助を行います。

あおもりＯＳＳランド推進事業（再掲２頁）
津軽塗新商品開発「リバースＴＳＵＧＡＲＵ」推進事業
（再掲２頁）

青森県青少年の「科学する心」育成活動促進事業

戦略的特許活用支援事業

科学大好き青少年育成事業

青森県知的所有権センターが行う県内中小企業の
戦略的な特許活用を支援するための啓発普及、指
導・相談活動等に要する経費に対する補助等を行
います。

あおもりマイスター推進事業
あおもりジュニア匠塾事業
知的財産活用保全促進事業
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取組戦略１

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 3,800 健康福祉部

（教育庁）

4,784 健康福祉部

1,025 健康福祉部

10,537 健康福祉部

4,152 健康福祉部

4,742 健康福祉部
新 6,673 健康福祉部

3,051 健康福祉部

1,387 健康福祉部

取組戦略２

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 25,139 健康福祉部

新 10,155 健康福祉部

新 14,990 健康福祉部

新 3,715 健康福祉部

7,113 健康福祉部

健康あおもり２１推進事業
生き生き健康あおもり創造事業

（ ６ ） 健 康 と い の ち の 育 み 推 進 プ ロ ジ ェ ク ト

プロジェクトの目的
　子どもたちを巡る痛ましい事件の多発、そして、本県においては、全国最下位が続く平均寿命の問
題や医師をはじめとする医療資源の不足など、命を育み、命を支える環境が大きな課題となってい
ます。
　このプロジェクトは、生涯を通じて心身ともに健康で元気に長生きできる環境づくりを進めるととも
に、命を社会全体で支えるための環境づくりを進めるためのプロジェクトです。

参加し、実践する健康づくりの推進
　県民の健康レベルを向上させていくために、健康づくりへの参加機会の拡
充、健康づくりのための環境整備の推進に取り組みます。

事業名

健康あおもり２１チャレンジ事業

あなたにフィット！スポレク教室、サポーター講習会
の開催等を行います。

医師臨床研修医確保対策推進事業費補助

ぴんぴんすこやか事業
地域で支える在宅ケア推進体制整備事業
食を通じた子どもの健全育成事業
自殺予防地域支援強化事業

健康を支える地域医療の再構築と連携
　県民の命を支える医療水準の向上のために、地域医療の担い手である医師
の県内定着及び医師の採用・配置に効果的に取り組む仕組みづくりなどによ
り医師の確保に取り組みます。
　また、県立病院改革の推進や自治体病院の機能再編成の推進に取り組み
ます。

心のヘルスアップ事業
社会的ひきこもりサポート事業

本県保健医療の課題に対する研究開発への支援、
県民医局・へき地医療支援機構で採用・配置する
医師の研修派遣等を行います。

県外からのＵＩターン医師等を採用し、医師としての
キャリア形成に配慮した医師配置等を行う機構を設
置し、運営します。

医師臨床研修医を確保するための研修体制の充実
に向けた検討、医学生に対するＰＲ及び指導医養
成講習会の開催に要する経費に対して補助しま
す。

自殺率の高い市町村の自殺予防活動を強化するた
めの保健師等技術向上研修会の開催及び市町村
が取り組む地域自殺予防活動に対する支援を行い
ます。

事業名

弘前大学医学部入学生特別対策事業費補助
主に本県高校出身の弘前大学医学部入学生に対
する一定期間の県内自治体医療機関等への勤務
を条件とした、入学金・授業料等の貸与を行いま
す。

医学振興研究開発等支援事業（医学振興研究開発等
支援事業費補助、県民医局・へき地医療支援機構医師
研修派遣事業費補助）

県民医局・へき地医療支援機構設置運営事業

医師確保対策推進事業

16 



新 37,060 健康福祉部

8,600 健康福祉部

1,600 健康福祉部

3,264 健康福祉部
新 6,970 健康福祉部

新 2,503 健康福祉部

6,520 健康福祉部

取組戦略３

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 7,600 健康福祉部

新 3,000 健康福祉部

2,593 健康福祉部

3,600 健康福祉部

12,802 健康福祉部

取組戦略４

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 8,240 環境生活部

1,160 環境生活部

16,185 環境生活部
新 5,000 健康福祉部

11,235 健康福祉部

1,914 健康福祉部

10,150 健康福祉部

地域リハビリ調整者養成研修事業

地域医療再生モデル事業

救急医療体制充実強化事業
救急医療体制の充実を図ります

小児救急医療推進事業

小児二次救急医療支援事業費補助
輪番制により、夜間の小児救急医療体制の整備を
行う病院に対して運営費の補助を行います。

県立つくしが丘病院の整備のための地質調査、設
計者選定及び基本設計を行います。

県立つくしが丘病院改築設計調査費

自治体病院機能再編成支援事業

病院機能・経営体制総合調査検討費

住民本位の保健・医療・福祉包括ケアの提供

包括ケアシステム自己評価手法開発・普及事業
市町村が自らの包括ケアシステムについて、自己評
価し、システムを改良・発展させていくことができるよ
うにするための包括ケアシステム自己評価手法を開
発します。

　住民が健やかにいきいきと生活していく上で効果的な保健・医療・福祉包括
ケアシステムを構築するために、住民満足度を高める包括ケア管理運営手法
の提供、医療との連携による広域的ネットワークシステムの構築に取り組みま
す。

事業名

地域連携パス標準化モデル開発・普及事業
医療機関の利用者が安心して円滑に地域生活にも
どり、早期に社会復帰ができるようにするための地
域連携パス標準化モデルを開発します。

保健・医療・福祉包括ケアシステム推進事業

あおもり地域保健・医療・福祉総合推進事業

次代を担う子どもたちが、命を大切にし、他人への
思いやりを持ち、たくましく生きていけるようにするた
めの県民一体となった命を大切にする心を育む県
民運動を推進します。

命を大切にする心を育む県民運動推進会議開催事業

虐待等総合対策推進事業（虐待・ＤＶ等総合対策事
業、乳幼児虐待予防普及啓発事業、高齢者虐待防止
対策事業）
子ども虐待防止対策事業

子どもの命を大切にする環境づくりの推進

命を大切にする心を育む県民運動推進事業

　 「命を大切にする心を育む県民運動」をはじめとした、命を大切にする環境
づくりを推進します。
　また、虐待を受けた子どもたちへのケア体制の確立など児童虐待防止対策
の充実を図るとともに、思春期世代に対して、生命の尊さや子育ての意義につ
いて、理解の促進を図ります。
　さらに、これまで法的整備がなされていなかったことにより対応が遅れていた
自閉症・発達障害児対策に取り組みます。

事業名

こどもの豊かな心を育む環境づくり推進事業
子ども虐待家族再統合促進事業

虐待を受けた子どもとその家族の家族機能再生の
ための家族再統合プログラムの作成等を行います。

子どもの人権啓発事業費
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新 22,021 健康福祉部

新 3,578 健康福祉部

新 12,301 健康福祉部自閉症・発達障害支援センター運営事業
自閉症・発達障害児者及び家族に対する相談支
援、療育支援、就労支援等を行う自閉症・発達障害
支援センターの設置・運営を行います。

自閉症・発達障害児者の支援に携わる専門職員の
人材育成及び県民への普及啓発等を行います。

自閉症・発達障害児バックアップ事業

特定不妊治療に要する経費に対する助成を行いま
す。

特定不妊治療費助成事業
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取組戦略１

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 850 環境生活部

新 4,200 環境生活部

新 304,709 商工労働部

新 20,997 商工労働部

新 2,500 総務部

取組戦略２

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 2,430 環境生活部

931 環境生活部

4,837 商工労働部

11,430 商工労働部

21,231 商工労働部

5,000 県土整備部

1,500 県土整備部

焼成ほたて貝殻による居住環境中の揮発性有機化合
物吸着・分解効果研究

青森県下水汚泥リサイクル製品使用促進事業

生活廃材を活用した建築材料の開発
産業廃棄物利用凍結防止剤実用化高機能化研究開発
事業

エコ除雪推進事業

地域密着型先進的リサイクル支援事業

インハウスエスコ事業
県有施設の光熱水費の更なる削減を図るための省
エネルギー診断、設備改善等による削減効果の実
証及び検証を行います。

県内から発生する循環資源を原材料としたリサイク
ル製品の使用推進を図るためのリサイクル製品認
定制度の創設、普及推進及び製品の認定を行いま
す。

　本県産業から副次的に排出されるりんごの絞りかす、ホタテ貝殻、間伐材な
どを地域資源として活用するため、それらをリサイクルするための技術の開発
やリサイクル製品の利用促進のための仕組みづくりを推進します。

再生品の販売・使用など環境に配慮した企業活動
を促進するための環境優良事業所認定制度の普及
推進及び企業の認定を行います。

リサイクル産業育成支援事業

あおもりエコタウンプラン推進事業

事業名

リサイクル製品認定事業

県内から発生する循環資源を原材料としたリサイク
ル製品の開発を推進するための事業者に対する品
質向上及び販路調査の支援を行います。

廃棄物ゼロを目指したゼロエミッション型社会の形
成と資源循環型産業の育成を図るあおもりエコタウ
ンプランを推進するためのリサイクル施設整備に要
する経費に対する補助等を行います。

本県公設試験研究機関が開発した技術や既存のリ
サイクルインフラを活用するなどの地域密着型の先
進的なリサイクル事業の具体化に要する経費に対
する補助等を行います。

青い森資源によるリサイクル基盤の整備

微生物の生体機能活用による環境保全技術の開発

（ ７ ） あ お も り 循 環 型 社 会 創 造 プ ロ ジ ェ ク ト

プロジェクトの目的
　私たちは毎日の生産活動や日常生活で天然資源を消費するとともに、廃棄物を排出するなど、環
境に大きな負荷を掛けています。　特に、本県は、全国的にみてもごみの排出量が多く、逆にリサイ
クル率が低い現状にあります。
　このプロジェクトは、県民・企業・団体・行政が連携・協力して資源循環に取り組み、可能な限り廃棄
物の減量化・リユース・リサイクルを促進し、本県の地域特性を活かした環境への負荷の少ない循環
型社会の形成をめざすものです。また、環境産業は21世紀の成長産業であることから、新たな雇用
創出が期待されるプロジェクトでもあります。

環境ビジネス・リサイクル産業の振興
　廃棄物を資源として循環させるため、リサイクル産業の起業化や「あおもりエ
コタウンプラン」に基づくリサイクルモデルビジネスの振興、事業所における環
境に配慮した活動などの普及・促進に取り組みます。

事業名

環境優良事業所認定事業
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取組戦略３

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 28,087 商工労働部

67,000 県土整備部

1,523 環境生活部

取組戦略４

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 2,080 環境生活部

新 2,500 環境生活部

新 720 環境生活部

新 3,400 環境生活部

2,443 環境生活部

9,430 環境生活部

5,500 県土整備部

2,250 教育庁

4,678 警察本部

1,665 農林水産部

7,650 環境生活部

159 環境生活部
新 1,134 農林水産部農業用資材排出処理適正化推進事業

農業用プラスチック等資材の再利用、使用期間の
長期化等、排出抑制の方策等の検討などを行いま
す。

不法投棄防止青い森コラボレーション事業

環境活動パートナーシップ推進事業

次代を担う子どもたちの環境問題に対する理解と認
識を高めるため、北東北三県の子どもを対象に行う
環境保全に関する体験学習を中心とした研修会を
開催します。

県民、ＮＰＯ、行政が一体となり、県民の環境保全
に係る意識啓発及び活動の活性化を図るため、優
良活動の表彰及び事例発表等を行う報告会を開催
します。

環境教育を実践し、県民の環境に対する理解促進
と自主的な環境活動の推進を図る専門的人材とし
ての環境マイスターを養成します。

体験型環境学習推進事業

こどもエコクラブ活動事業

湾岸クリーンアップ大作戦事業
あおもり環境学推進事業
不法投棄抑止緊急対策事業
畜産環境クリーンアップ支援事業
あおもり地球クラブ活動事業

青森県循環型社会形成推進事業

　循環型社会を実現していくため、ごみの排出抑制、廃棄物対策や環境保全
活動などの取組について、県民・企業・団体・行政の連携・協力を推進します。

事業名

環境マイスター養成講座開設事業

アイドリング・ストップ運動推進費

循環型社会づくりに向けた県民との協働

一般廃棄物リサイクル率向上促進事業
一般廃棄物のリサイクル率の向上を図るために指
導・助言等を行う「青い森のリサイクル推進員」を活
用した市町村に対する現状調査及び指導等を実施
します。

省エネ庁舎と歩道融雪のコージェネレーション導入事業

　本県の新エネルギー活用の優位性をさらに伸ばすために、風力発電、太陽
光発電、マイクロ水力発電、雪冷房、太陽熱・地中熱利用、バイオマスなどの
再生可能なエコエネルギーの導入促進に取り組みます。

事業名

あおもり風力発電重点推進事業

青森エコエネルギーの導入促進

新エネルギーの導入促進に資するため、本県の気
象特性等に適合した小型風力発電システムの設
計、実証研究、風力発電導入のための具体的戦略
の策定及び普及啓発等を実施します。
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取組戦略１

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 8,300 県土整備部

新 1,768 農林水産部

2,132 農林水産部

新 11,700 県土整備部

取組戦略２

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 6,050 農林水産部

新 5,360 農林水産部

新井田川河口水域における下水道整備に関する総
合的な基本計画である流域別下水道整備総合計
画を見直します。

水循環システムの保全による地域農林水産業再生推
進事業

新井田川河口水域流域別下水道整備総合計画策定

農林水産業を支える水循環システム再生・保全推進事
業

水資源の再生・保全に対する流域住民の意識啓発
と主体的な活動を推進するためのフォーラムやワー
クショップを開催します。

　山・川・海を一体的にとらえた健全な水循環を図るため、流域圏別に総合的
なビジョンづくりを進めます。
　また、安全・安心な農林水産物生産の基礎となる水資源の再生・保全を総合
的・計画的に推進するためのグランドデザインの策定などの取組を進めていき
ます。
　さらに、生活に関連した水利用については、上・下水道や河川などの水循環
の総合解析を行い、全体的な水循環系とも調和させながら、水資源の計画的
な利活用、水質保全施策を推進します。

事業名

人・森・川・海をめぐる青森の水健全化プログラム策定
事業

水循環系に係る地域の問題の本質を解明し、解決
策や具体的な効果を示した総合的なビジョンの策
定のための現状調査を行います。

（ ８ ） 美 し い ふ る さ と の 水 循 環 推 進 プ ロ ジ ェ ク ト

プロジェクトの目的
　水の流れは、川となって山から平野、平野から海へとつながっています。　そして、循環する過程の
中で、日常生活や食料生産などと密接に結び付いており、健全な水循環を確保することは、まさに
県民、そして流域圏全体で取り組むべき課題となっています。
　このプロジェクトは、環境の世紀といわれる21世紀に、本県の恵まれた水環境を揺るぎない形で次
世代に引き継ぐとともに、健全な水循環の下、本県の安全・安心な農林水産物の生産を図り、「攻め
の農林水産業」を進めていくことを目的とするものです。
　生活創造社会を支える、本県の優れた自然環境を保全するための中心となるプロジェクトです。

山・川・海の水循環のビジョンづくり

きれいな水資源を守り育てる緑豊かな森づくり
　良質な水の供給はもとより、山地災害防止などの森林の持つ公益的機能を
維持増進するため、人工林の下刈り、枝打ち、間伐などの適切な保育を実施
するとともに、複層林施業の導入による健全で多様な森づくりや、林業者はもと
より、漁業者やボランティアなど県民の参加による森づくりを推進します。
　 また、水源かん養保安林や土砂流出防備保安林などの機能向上に向けた
適切な治山対策も進めていきます。

事業名

社会が支える「山・川・海をつなぐ森づくり」推進事業
森林の整備・保全を社会全体で支えるという県民意
識を醸成するため、「山・川・海の感謝祭」の開催支
援及び森林・木材環境教室等を実施します。

恵みの森づくり推進事業費補助
森林の公益的機能の高度発揮を図るため、郷土樹
種による複層林、混交林施業の推進のためのモデ
ル林設定に要する経費に対する補助を行います。
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2,500 農林水産部
新 6,970 農林水産部

取組戦略３

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 11,661 農林水産部

新 24,670 農林水産部

新 9,000 農林水産部

新 18,300 農林水産部

新 5,190 農林水産部

新 2,300 農林水産部

新 2,500 農林水産部

117,892 農林水産部

68,000 農林水産部

38,647 農林水産部

新 2,745 農林水産部

366,787 農林水産部

89,400 農林水産部

高齢級間伐対策事業
間伐の遅れている高齢級森林の整備に要する経費
に対して補助します。

安全・安心な農作物を育む「春の小川」をイメージする水
循環の創造

緑を守る県民ボランテイア活動事業

　春の小川をイメージする豊かできれいな水とやすらぎや憩いのある水環境を
創造するため、農家や土地改良区が管理している農業用水路の保全管理や
地域住民自らが行う水路の環境保全活動を推進します。
　また、間伐材や自然石、炭などの地域資源を積極的に活用し、水質浄化や
生態系に配慮したため池や水路づくりの促進、安全で安心な農作物の生産向
上を支える健全な農地づくりやその保全に取り組みます。

事業名

春の小川づくり推進事業
安全・安心な農作物を生産するため、「春の小川」
のような豊かできれいな水とやすらぎ・憩いのある水
辺環境づくりの推進、地域住民を巻き込んだ自主
自立の農業・農村環境保全活動を進めます。

１万１千キロの水路を守る実験事業
農地や中小の農業水路を、将来にわたって良好な
状態を守っていくための集落協定書案の作成及び
実践活動の検証を行います。

生態系に配慮した農業水利施設管理マニュアルづくり
事業

河川の生態系に配慮し、水辺環境を守るため、河
川に設置されている農業水利施設の架橋に与える
影響の調査管理マニュアルの作成及び適正管理や
環境保全活動を進めます。

たんぼにやさしいあぜ道づくり事業
あぜ道や水路法面に雑草の繁茂や病害虫の発生
を抑制する芝草等の植生により、除草剤や農薬等
の使用量を低減させる環境保全型農業を推進しま
す。

元気な地域づくり・「農地、水」の再生・保全事業
遊休農地等の利用再生等に取りくむ多様な主体の
育成及びその活動に対する支援を行います。

あおもり「有機の郷づくり」ステップアップ事業
有機農産物等の生産・販売を拡大するため、消費
者に対する有機農業等の普及啓発、生産現場と消
費者との交流ネットワークづくりへの支援等を行いま
す。

ふるさとの水保全「健康な農産物づくり」事業
消費者の健康に配慮した新たな栽培管理技術の確
立を目的とした調査・検討を行います。

農業水利・水循環システム再生保全事業費補助
水辺うるおい環境づくりモデル事業
あおもり「有機の郷づくり」総合推進事業（あおもり「有機
の郷づくり」推進事業費、あおもり「有機米の郷づくり」条
件整備事業費補助、あおもり「有機畑作・野菜の郷づく
り」条件整備事業費補助、有用微生物農業活用現地検
証事業費、りんご剪定枝の園内循環活用技術の確立試
験、「地産地消」を軸とした有機農産物等生産・流通シス
テムの構築研究費、有機牛肉生産用トウモロコシの栽培
技術の確立試験費）

堆肥でつなぐ有機の環推進事業
堆肥等の適正利用と円滑な流通を推進するため、
畜産農家における堆肥成分の分析及び畜産試験
場での液肥等利用の現地実証を行います。

農業集落排水促進事業
地域用水機能増進事業
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取組戦略４

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 10,400 農林水産部

新 2,000 農林水産部

17,145 農林水産部

2,000 農林水産部

8,000 農林水産部

2,372 農林水産部

7,000 農林水産部

取組戦略５

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 9,600 環境生活部

新 14,000 県土整備部

新 1,200 県土整備部

新 2,700 県土整備部

1,093 環境生活部

3,068 環境生活部

26,300 県土整備部

豊かな水産資源を生み育てる豊饒の海づくり
　流域の環境保全機能を高めつつ、水産資源の維持増大を図るため、海域特
性に合った海藻の増養殖、漁場環境を維持保全するために行う漁業者による
植樹活動の推進に取り組みます。
　また、集魚・増殖効果のより高い魚礁漁場づくりに取り組みます。

事業名

水産資源の培養による清らかな海の里づくり試験

十和田湖水質改善事業

秋田県との連携により十和田湖の水質汚濁の原因
を究明し、湖内の水環境の保全を図るための流入
河川等の水質調査を実施します。

十和田湖・奥入瀬川流水管理システム策定事業
本県の貴重な自然資源である十和田湖を含む奥入
瀬川流域の水循環の健全化を図るための流水管理
システムを策定します。

海の森づくり総合推進事業
魅力ある魚礁漁場再生推進事業

　本県の貴重な自然資源である十和田湖・陸奥湾などの水環境保全のための
取組を、県民、ＮＰＯなどの団体と協働で推進します。
　地域住民などと協働で環境保全活動を行うことにより、環境意識を高め、
パートナーシップの下で、健全な水循環系の構築に寄与できる体制づくりに取
り組みます。

水辺再発見推進事業

県内６流域において活動している市民団体のネット
ワーク化及び地域住民・県民に対する水環境保全
の普及啓発を図るために指導者の養成を行いま
す。

陸奥湾水質保全事業

河川に対する環境意識の高揚と自発的な水環境保
全活動の活発化を図るため、地域住民による水辺
環境調査等を実施します。

海域浄化機能を持つ水産資源の培養を通じた多様
な水産生物からなる清らかな海を創出します。

ほたてがいによる環境モニタリング法に関する研究開
発

ほたてがいの殻体運動(殻の開閉運動)を連続的に
観測し、貝自体が感じる環境の変化を把握する方
法を開発します。

みんなでつくるふるさとの水環境保全事業

「碧い湖」十和田湖創造事業

事業名

海の森回復技術開発研究
漁場環境美化推進事業
磯焼け対策モデル事業

地域住民との協働による山・川・海の水環境づくり

ふるさとの森と川と海の保全及び創造推進事業
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取組戦略１

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 12,818 警察本部

新 5,300 環境生活部

新 1,660 環境生活部

23,957 警察本部
新 4,555 教育庁

取組戦略２

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 8,418 警察本部

4,633 警察本部

取組戦略３

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 3,857 警察本部

安心生活推進員養成事業
消費者被害の防止を図るため、防犯モデル地区に
おいて地域に密着した啓発活動や自主防犯行動
の普及を行う「安心生活推進員」の養成などを行い
ます。

（ ９ ） 地 域 安 全 ・ 防 災 推 進 プ ロ ジ ェ ク ト

　このプロジェクトは、県民の関心が高い安全・安心にかかわる分野である防犯対策、交通安全対
策、自然災害の防止・危機管理体制の充実を図るとともに、原子力にかかわる安全対策を進めること
により、地域や県民の安全・安心を総合的に向上させることをめざすものです。

犯罪の発生しにくい環境づくりの推進

プロジェクトの目的

　県民の自主防犯行動の促進を図るとともに、犯罪の発生しにくい環境を構築
するため、犯罪の発生状況や個別の防犯対策に関する情報を各種広報媒体
を活用し提供します。
　また、道路、公園などでの犯罪の発生しにくい環境設計、悪質生活経済事犯
などに対する消費者啓発活動や被害者対策の充実などを推進します。

事業名

自主防犯行動による犯罪抑止事業
県民が自らの安全を確保するための活動支援及び
犯罪の生じにくい防犯環境設計を推進します。

消費者被害支援事業
悪質商法等による消費者被害への対応及び多重
債務者が自立再生するための方策等についての検
討及び対応マニュアルの作成・配布を行います。

街頭犯罪等抑止総合対策推進事業
子ども安全サポート推進モデル事業

いきいき青森っ子サポート事業
少年を犯罪被害や非行、有害環境から守るための
地域防犯対策、有害コンテンツ対策等を推進しま
す。

児童生徒の登下校時の安全確保のための学校と地
域社会の連携による学校安全体制の整備を進めま
す。

少年犯罪などの抑止対策の推進
　本県の刑法犯罪の約４割を占める少年犯罪を抑止するために、再犯非行を
防止するための対応や非行前兆行動対策、少年非行防止活動支援の強化に
取り組みます。
　また、有害環境から少年を守るために、有害コンテンツ対策、少年相談対
策、福祉犯対策を進めていきます。

事業名

少年非行抑止事業

交通事故の実態を的確に把握し、専門的・科学的
な事故分析を行うことによる総合的な交通事故防止
対策を推進します。

交通事故の発生実態に即した交通事故防止対策
　依然として高い水準にある交通事故の発生件数や全死者の半数近くを占め
る高齢者による交通事故を減らすため、交通事故分析による総合的な交通事
故防止対策の検討や県民総ぐるみによる高齢者を重点とした交通事故防止
運動を推進します。

事業名

交通安全ステップアップ事業
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新 6,650 警察本部

新 4,300 環境生活部

1,325 警察本部

2,957 警察本部

取組戦略４

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 7,700 県土整備部

新 14,400 県土整備部

取組戦略５

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 30,000 県土整備部

新 11,500 県土整備部

425,000 県土整備部
新 12,000 県土整備部

新 3,600 県土整備部

新 2,700 県土整備部

いきいきシルバー交通安全推進事業

夕暮れ時の早め点灯推進事業

高齢歩行者等の交通弱者に対する交通安全教育
の充実と歩行者自身の交通安全意識の高揚による
交通事故死者数の減少を図ります。

　災害を未然に防止し、また、災害が生じたとしてもその被害を最小化（減災）
するため、浸水想定区域図の作成、土砂災害危険箇所の公表などに取り組み
ます。
　また、非常時の体制整備として、土砂災害警戒情報の提供、高齢者などの
災害時要援護者対策などに取り組みます。

夕暮れ時の交通事故防止対策として通行車両の早
め点灯を推進するための事業所説明会の開催、広
報啓発の実施及び街頭指導活動の推進を行いま
す。

ふれあい・やさしさ交通安全青森運動事業
交通安全教育推進事業

防災・減災のための情報共有の推進

事業名

土砂災害警戒避難ＰＲ事業
土砂災害危険箇所等の情報を県民と共有し、警
戒・避難体制の確立を図るために市町村が作成す
る警戒避難マニュアルのガイドライン作成及び県民
への情報提供を行います。

浸水想定区域図の作成・公表事業

大規模地震発生時にライフラインが添架されている
橋梁をはじめとする避難路・輸送路を確保するた
め、橋梁健全度診断及び地震時震度調査等による
緊急時道路ネットワーク計画の策定を行います。

わが家の耐震改修促進事業
住宅の耐震改修の促進を図るための耐震改修に精
通した建築士等の育成及び県民への耐震診断、改
修方法等の普及啓発を行います。

洪水発生時における地域住民の円滑な行動を支援
し、被害の最小化を図るために浸水想定区域図の
作成・公表を行います。

災害時ライフライン確保推進事業

ライフラインなどの防災対策の推進
　地震時、洪水時におけるライフラインなどの防災対策を推進するため、橋りょ
うの健全度診断、堤防、急傾斜地保全工などの防災施設の点検強化、住宅の
耐震改修の促進に取り組みます。

事業名

橋梁補修対策費
ダムリハビリテーション事業

ダムの現状の問題点を改善し、より一層の安全性の
向上と管理の省力化を図るために総合評価を実施
します。

防災施設ストックマネジメント事業
土砂災害防止施設の長寿命化を進め、ライフサイク
ルコストの縮減を図るため、老朽化した施設等の点
検を実施し、維持修繕計画を策定します。

下水道防災マニュアル策定
全県的な下水道施設防災対策のレベル確保、被災
地の下水道管理者の円滑な連携を図るため、下水
道管理者が策定する下水道防災計画の基準となる
下水道防災マニュアルを策定します。
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取組戦略６

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局

3,534 環境生活部

85,875 環境生活部

33,796 環境生活部

241,500 環境生活部
新 1,530 環境生活部

31,225 環境生活部

原子力安全対策の推進
　原子力施設の事故やトラブルの発生により、原子力施設への安全対策に対
する県民の関心が高まっていることから、これまで以上に国や事業者に対して
安全対策の強化と情報公開の徹底を求めるとともに、県としても、安全対策や
防災対策の充実・強化を図り、県民の不安解消に努めていきます。

事業名

原子燃料サイクル施設に係る安全確保対策事業
緊急時連絡網整備事業

緊急時対策調査・普及等事業

防災活動資機材等整備事業
原子力施設環境放射線等監視事業
原子力発電所等モニタリング計画策定事業

平成23年度に運転開始が予定されている大間原子
力発電所の周辺における環境放射線等モニタリン
グの実施に向けたモニタリング計画を策定します。
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取組戦略１

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 10,000 県土整備部

新 4,000 教育庁

取組戦略２

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 6,247 農林水産部

取組戦略３

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局

3,216 企画政策部

プロジェクトの目的
　このプロジェクトは、情報通信技術の活用による社会経済環境の変革が加速する中で、ユビキタス
ネットワーク技術の利活用により、県民生活の向上や産業の活性化、行政サービスの向上などが実
現される「ユビキタスネットワーク社会」の推進を図るものです。
　雇用の創出をはじめ、「健康」、「安全・安心」の分野にかかわるものであり、県民生活を一層豊か
（元気、安心、感動、便利）にすることが期待されているプロジェクトです。

（ 10 ） ユ ビ キ タ ス あ お も り 推 進 プ ロ ジ ェ ク ト

事業名

青森りんご高品質維持追跡調査事業

生活向上化ユビキタス戦略
　新たな情報通信技術を活用することにより、県民の様々な生活局面をより豊
かで快適なものにするよう努めます。
　具体的な取組事例としては、それぞれの状況に応じて移動経路、交通手
段、目的地などの情報を必要な形でリアルタイムに提供する自律的な移動支
援策の導入可能性の検討、災害関連情報・生活関連情報などがいつでもどこ
でも誰でも入手し利用できるような情報提供の仕組みづくりの検討などが想定
されます。

事業名

事前の洪水避難おしらせ事業

産地から消費者までりんごの品質を維持できる適正
な流通環境を明らかにするため、流通過程の温度
条件等による品質変化の状況を調査・分析します。

行政電子化ユビキタス戦略

行政手続オンライン化推進事業

事業名

 　いつでもどこでも誰でもが、行政の情報化のメリットを享受できるような仕組
みづくりを進めます。このため、県及び市町村の行政手続のオンライン化の検
討、電子入札・電子調達の導入などを推進するとともに、情報通信技術を活用
して県の内部管理業務の集中化･効率化を進めます。

地域住民の迅速な洪水避難を図るために必要な河
川情報の検討、事前に伝達する仕組みづくり及び
モデル地区における試験運用等を行います。

三内丸山遺跡出土遺物情報データベース化推進事業
三内丸山遺跡の出土遺物を研究分野等において
効率的に利活用するための遺物情報のデータベー
ス化及び電子タグを活用した収蔵管理システムの
構築を進めます。

産業活性化ユビキタス戦略
　新たな情報通信技術を活用することにより、地域産業の活性化や雇用の創
出を図ります。
　具体的な取組事例としては、電子タグなどを活用した安全・安心な農林水産
物の供給の仕組みづくりなどが想定されます。
　また、ユビキタスネットワーク社会の推進に当たっては、関連するシステム開
発などに県内産業の積極的関与を促進します。
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取組戦略４

（単位：千円）

新規 事業費 担当部局
新 20,000 企画政策部ユビキタスあおもり推進事業

ユビキタスネットワーク社会に向けた電子タグ等の
新しい情報通信技術の利活用推進のため、普及啓
発活動や、関係機関の連携による課題の検討のほ
か、積雪寒冷地という本県の特性や地域のニーズ
に対応可能な歩行支援技術(場所情報の提供技術)
の有効性検証を行います。

ユビキタスあおもり環境づくり戦略
 　戦略１から戦略３までを推進するために、調査・検討、普及・啓発活動、新た
な情報通信技術についての県民の利活用能力の向上、情報通信の利用に係
る格差の解消に取り組みます。

事業名
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