
■ 873,143 千円

■ 54,341 千円

■ 94,807 千円

■ 18,065 千円

■ 478,923 千円

■ 113,858 千円

■ 228,740 千円

■ 89,643 千円

■ 56,889 千円

■ 39,291 千円

■ 26,500 千円

■ 18,880 千円

■ 214,850 千円

■ 180,574 千円

■ 28,881 千円

■ 96,717 千円

■ 12,354 千円

■ 104,945 千円

■ 131,480 千円

■ 117,416 千円

■ 64,581 千円

■ 78,965 千円

■ 24,657 千円

■ 27,186 千円

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

医療・健康福祉関連産業の創出

あおもり型産業創造に対応した人材の育成

安全・安心・高品質な商品づくり

国内外をターゲットにした強力な販売戦略の展開

生産者の顔が見える地産地消の推進

環境・エネルギー産業の創出と研究開発拠点の形成

豊かな時間づくりの推進

美しい空間づくりの推進

冬の魅力の再発見

確かな学力を身に付ける教育の推進

豊かな人間性を身に付ける教育の推進

チャレンジする心を育む教育の推進

地域の教育力を高める取組の推進

創業・起業の推進

建設産業などの再生・活性化の推進

戦略的企業誘致の推進

若年者のいきいき就業促進

中高年失業者の円滑な再就職支援

障害者の就業促進に向けた社会的な環境づくりの推進

「安全・安心」信頼確保システムの構築

消費・生産双方の信頼を醸成する情報発信

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１８年度）
　青森県重点推進プロジェクトは、青森県がめざす将来像である「生活創
造社会」の実現に向けて、「人財」、「産業・雇用」、「健康」、「環境」、「安
全・安心」の５つの戦略分野において、平成20年度までに県が重点的に推
進する10本のプロジェクトです。

先端技術を活用した産業の育成

特色あるアート資源の活用

（１）自立する人づくり推
進プロジェクト

　　１，０４０，３５６千円

（２）しごと空間創造プロ
ジェクト

　　１，００７，３４４千円

（３）「攻めの農林水産
業」総合販売戦略プロ
ジェクト

　　　　４６９，６８５千円

（４）あおもりツーリズム
創造プロジェクト

　　　　３４５，４９６千円

（５）あおもり型産業創造
育成プロジェクト

　　　　３１２，８０５千円



■ 71,597 千円

■ 302,123 千円

■ 18,572 千円

■ 77,585 千円

■ 45,178 千円

■ 15,951 千円

■ 26,881 千円

■ 28,969 千円

■ 36,012 千円

■ 9,947 千円

■ 522,593 千円

■ 26,689 千円

■ 44,995 千円

■ 29,051 千円

■ 12,433 千円

■ 15,856 千円

■ 50,290 千円

■ 466,265 千円

■ 428,280 千円

■ 40,463 千円

■ 14,345 千円

■ 4,538 千円

■ 5,372 千円

　合　　計 ５，４６９，６７１千円

行政電子化ユビキタス戦略

ユビキタスあおもり環境づくり戦略

原子力安全対策の推進

生活向上化ユビキタス戦略

産業活性化ユビキタス戦略

少年犯罪などの抑止対策の推進

交通事故の発生実態に即した交通事故防止対策

防災・減災のための情報共有の推進

ライフラインなどの防災対策の推進

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

豊かな水産資源を生み育てる豊饒の海づくり

地域住民との協働による山・川・海の水環境づくり

犯罪の発生しにくい環境づくりの推進

健康を支える地域医療の再構築と連携

住民本位の保健・医療・福祉包括ケアの提供

子どもの命を大切にする環境づくりの推進

きれいな水資源を守り育てる緑豊かな森づくり

参加し、実践する健康づくりの推進

※　市町村発・元気なあおもりづくり支援事業　　２００，０００千円を除く

山・川・海の水循環のビジョンづくり

青森エコエネルギーの導入促進

循環型社会づくりに向けた県民との協働

青い森資源によるリサイクル基盤の整備

環境ビジネス・リサイクル産業の振興

（６）健康といのちの育み
推進プロジェクト

　　　　４６９，８７７千円

（７）あおもり循環型社会
創造プロジェクト

　　　　１１６，９７９千円

（８）美しいふるさとの水
循環推進プロジェクト

　　　　６４０，２３６千円

（９）地域安全・防災推
進プロジェクト

　　１，００２，１７５千円

（10）ユビキタスあおもり
推進プロジェクト

　　　　　６４，７１８千円



取組戦略１

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 7,154 教育庁

新 2,860 教育庁

新 6,292 教育庁

67,712 教育庁
4,210 教育庁
1,138 教育庁

738,972 教育庁
7,470 教育庁
26,725 教育庁
10,610 教育庁

児童生徒の学習意欲の喚起と学習習慣の育成を目
的に、放課後等に教科の補充指導や学習方法等
の支援・助言を行う学習サポーターの活用に係る調
査研究と市町村への情報提供を行います。

　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）

事業名

わくわくスクール支援調査研究事業
地域における特別支援教育充実事業

小・中連携教育推進事業

学習サポート推進事業

小・中学校の接続を円滑にするため、教材開発・指
導方法の工夫や改善、系統立てた生徒指導や地
域を知る体験活動などについての小・中学校間の
有効な交流、連携のあり方について調査研究しま
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１８年度）

　生活創造社会を実現する上で最も大切なのが、未来の青森県づくりの財産となる人づくりで
す。特に、未来を担う子どもたちが地域を担う人財として成長していけるような環境づくりを進め
ていくことが重要です。このためには、子どもたちが夢を抱き、その実現に向かって主体的に
取り組むための確かな学力を身に付ける環境づくりを進めることが必要です。
　また、子どもたちが自らの生き方に自信を持ち、自立した社会生活を営むことができるよう
に、様々な人や物とのかかわりを通して豊かな人間性を身に付けるとともに、夢や希望に向
かってチャレンジする心を育むことも大切です。
　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、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

学習状況調査
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）

スクールアイデンティティプログラム

平成21年度以降の県立高校のあり方を再構築する
ために適正な学校規模・配置等の検討を行う会議
の開催と、普通高校、専門高校毎に学校の特性を
活かした教育計画の研究・開発を実施します。
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取組戦略２

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 28,190 教育庁

新 2,051 文化観光部

2,000 教育庁
2,100 教育庁
20,000 教育庁

取組戦略３

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 10,000 企画政策部

新 22,239 教育庁

新 5,075 教育庁

新 23,000 教育庁

1,200 教育庁

5,665 商工労働部

新 6,162 教育庁

新 7,682 教育庁

749 教育庁
7,140 教育庁
5,895 教育庁

子ども社会交流体験活動プログラム推進事業
自然体験活動プログラム開発事業

ライフサポートチェーン（救命の連鎖）事業

コミュニティ国際交流事業
地域に在住する外国人と民間国際交流団体とが地
域の子どもたちの国際理解を促進するため協働し
て行う国際交流事業の実施に対し支援します。

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

県立学校に自動体外式除細動器を配備し、県立学
校における救急体制の整備と緊急時に対応できる
人材を育成します。

夢実現チャレンジプラン（職業観育成のための啓発的体
験事業）

企業スピリッツ研修事業
教員の進路指導能力の更なる向上を目的に、民間
企業の現状・仕組み等を実際に体験し理解するた
めの教員の長期企業派遣研修を実施します。

仕事学び推進事業

２００７年世界女子カーリング選手権大会開催費補助
平成18年度に青森市で開催される2007年世界女
子カーリング選手権大会の開催に要する経費を補
助します。

高校生が将来、社会人・職業人として自立していく
ために必要な職業観の醸成・高揚を目的に、身近
な職業についての研究を行います。

夢実現チャレンジプラン（実力養成セミナー開催事業）

事業名

夢実現人づくりプラン

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。

キャリア教育促進事業

あおもりジョブ・トリガー事業

進学力ステップアップ支援事業
本県の大学等進学率の更なる上昇を図るため、教
員の教科指導力の向上を目的とした各学校による
特色ある事業を実施します。

仕事力養成プログラム
高校生が将来、社会人・職業人として自立していく
ために必要な職業観の醸成・高揚を目的に、教員・
生徒などを対象とした職業理解、職業体験活動等
を行います。

特殊教育諸学校就職促進事業

元気青森人創造戦略推進費
人づくりを推進するため、「元気青森人の創造」に向
けた官民連携しての「人づくり戦略（元気青森人創
造戦略）」を策定する他、学校教育との連携方策等
を検討します。
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取組戦略４

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 1,370 県土整備部

6,467 教育庁
139 環境生活部

新 2,148 教育庁

4,375 教育庁
765 教育庁
564 教育庁
392 教育庁
1,845 教育庁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

地域の教育力を高める取組の推進

ボランティアコーディネーター養成セミナー

男女共同参画による新しい価値の創造推進事業

地域活動実践セミナー

次代を担う小・中学生を持つ保護者等を対象に、子
どもの職業観、勤労観の醸成を図るための親として
の支援や役割の回復・強化についての啓発、理論
とノウハウを学ぶためのフォーラム、セミナーを開催
します。

親が学ぶ青少年キャリア形成推進事業

学校評議員配置事業

あしたのネットワークセミナー

　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。

事業名

街並み・まちづくりリーダー養成事業
住民参加型まちづくりの実現及び都市計画行政の
円滑な推進を図るための「街並み・まちづくりリー
ダー」の養成セミナーの開催します。
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取組戦略１

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 5,828 商工労働部

新 9,200 商工労働部

新 4,600 商工労働部

新 16,600 商工労働部

新 9,860 商工労働部

新 12,000 商工労働部

新 3,462 企画政策部

新 377,000 商工労働部

新 9,500 企画政策部

14,521 商工労働部
1,958 商工労働部
4,016 商工労働部
10,378 商工労働部

プレインキュベーション推進事業

「食」の地域循環活性化による仕事おこしモデル事業
商工会が地域での給食事業に着目した新たな仕事
おこしと所得機会の創出を図るため、「食」関連施設
の実態調査や本県農産物等の供給課題の抽出に
よる地域内からの食材調達量を高めるための方策
を検討します。

　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

ベンチャー創業・育成支援事業

　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

（ ２ ） し ご と 空 間 創 造 プ ロ ジ ェ ク ト
プロジェクトの目的

アントレプレナーツーリズム推進事業

起業の促進及び人材の誘致を図るため、潜在的な
本県移住希望者を対象に、県内ベンチャー企業や
起業家のための支援施設等の見学及び県内に移
住した先人を講師とした講演等からなるアントレプレ
ナーツーリズムを実施します。

人財活用青森型コミュニティビジネス・サポート事業

就業機会の確保・増大を図るため、地域密着型の
事業活動として展開されているコミュニティビジネス
の推進に向けた総合的な支援施策を実施します。

元気企業ビジネスマッチング推進事業

優れた製品や技術を有しながら販売を苦手とする
県内企業の製品・技術の新規市場開拓を支援する
ための、首都圏における人的ネットワークの活用に
よる新たなビジネスチャンネルを構築します。

本県における起業を促進するため、創業希望者に
創業準備スペースを提供するプレインキュベーショ
ン施設の設置・運営及び施設入居者に対する創業
を支援します。

2007年から大量退職を迎える団塊世代の本県との
交流と本県への定住の促進を図り、団塊世代の力
を地域の活性化に生かすための各種調査及び本
県での生活を満喫している移住者の実践事例の情
報発信等を行います。

企業組合設立推進支援事業

団塊世代対策推進事業

雇用サポート金融対策事業
あおもり産学官連携促進支援事業

地域における持続可能な新交通システムを全県的
に波及させるための普及啓発及び地域住民等参画
型の生活交通づくりに向けた合意形成を図る取組
みを実施します。

青森県特別保証融資制度貸付金(重点推進対策臨時枠)
「２００７年問題」対策、産学官連携の推進のため
に、重点推進対策臨時枠を創設します。

産学官連携共同研究開発重点化事業

産学官連携の具体的な取組みによる新産業の創出
を図るため、県の複数の試験研究機関の連携によ
る県内大学及び企業との共同研究を実施します。

生活交通ユニバーサルサービス構築モデル推進事業
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取組戦略２

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 8,400 商工労働部

新 2,740 商工労働部
警察本部

新 16,000 商工労働部

新 4,120 商工労働部

新 7,394 商工労働部

新 2,910 県土整備部

新 2,700 県土整備部

2,725 商工労働部

19,180 県土整備部
12,219 農林水産部
12,139 商工労働部
7,260 商工労働部

農林水産部

4,500 商工労働部
1,220 商工労働部
10,351 商工労働部

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

商工会等が自ら合併による組織基盤の強化等に向
けて行う意欲的な取組みに対し支援します。

県内中小企業の活性化を図るため、事業の分野を
異にする2以上の中小企業者が有機的に連携し、
その経営資源を有効に組み合わせて行う新たな事
業活動を支援します。

青森県と中国大連市のビジネス資源を結びつけた
新たなビジネスモデルの活用方法について、県内
企業等に周知するためのフォーラムを開催するとと
もに中国大連市でのビジネス活動に関心のある県
内企業者等を対象としたビジネスモデルの実現化
を支援するためのビジネススクールを開催します。

海外ビジネス戦略展開総合推進事業

商工団体等合併・組織強化支援事業

あおもり産業情報円滑促進事業

インターネットを活用した消費者向け電子商取引に
よる県内企業の販路開拓を支援するための手法や
情報セキュリティ対策の普及・啓発セミナー及び実
践的講座を開催します。

中小企業新連携支援事業

青森・大連ビジネス資源等調査・研究事業

建設産業再生・活性化促進事業
建設産業等からの農業経営参入推進事業

青森・大連ビジネスモデル推進事業

海外ビジネスにチャレンジする県内企業等の事業
化可能性調査等に対する支援、県内企業等の海外
ビジネス展開に関する相談等をワンストップで支援
する「海外ビジネスサポートデスク」の開設、中国大
連市と本県のＩＴ産業分野における経済交流の推進
を行います。

安心すまいアップ促進事業

安心できる住宅リフォーム環境の整備と住宅産業の
活性化を図るための「青森県住宅リフォーム推進協
議会」の設置、啓発パンフレット等の作成、相談窓
口担当者研修会の開催等を行います。

建設技術向上事業

建設業界と連携した建設技術力の継承、向上及び
公共工事の品質確保を図るための講習会等を開催
します。

建設業ニュービジネス展開促進モデル事業

中小企業グローバル化促進事業

海外産業経済交流推進事業
中小企業経営革新支援等事業
まちなか丸ごと元気事業費補助
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取組戦略３

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 5,091 商工労働部

8,020 商工労働部
2,000 商工労働部
51,891 商工労働部
5,815 商工労働部

155,923 商工労働部

取組戦略４

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 5,040 商工労働部

新 20,500 商工労働部

5,072 商工労働部
4,340 商工労働部
5,100 商工労働部
42,964 商工労働部

6,627 商工労働部

取組戦略５

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 11,830 商工労働部

31,317 商工労働部
13,742 商工労働部

若年者いきいきしごと推進事業

若年者キャリア形成支援事業
若年未就職者の就職促進を図るため、概ね30歳未
満の求職者が就職に必要な知識・技能を習得する
ための教育訓練の受講に対して支援します。

誘致企業をサポートする受注能力のある企業の集
積を図るため、本県に立地している誘致企業をモデ
ルとして選定することにより、サポート企業となりうる
県内企業の育成方策の検討及びモデル企業の
ネットワークを活用した企業誘致活動を実施しま
す。

高校生・大学生等による商業プラン作成のための専
門家による指導、審査会の開催及びプラン実践の
ための講座の開設等を支援します。

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。

重点的産業誘致視察会実施事業

事業名

新規学校卒業者県内就職促進事業

テレマーケティング関連産業立地促進特別事業
ＦＰＤ関連企業誘致事業
青森県産業立地促進費補助

ＩＴ産業等次世代産業向け人材育成事業
クリスタルバレイ向け人材育成事業

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

ピカピカあきんど育成事業

団塊世代を中心とした働き盛りの離退職者等の迅
速・円滑な再就職を支援するための雇用に関する
様々な情報提供・相談等をワンストップで行う「キャリ
ア情報センター」を開設します。

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

働き盛りセーフティネット事業

中高年雇用支援事業
人材地方環流促進事業

ジョブカフェあおもり運営事業

サポーティング・インダストリー集積形成モデル事業
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取組戦略６

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 15,029 商工労働部

新 12,958 教育庁

5,329 商工労働部
2,043 商工労働部
2,273 商工労働部

新 1,659 商工労働部障害者雇用事業主サポート事業

ジョブサポーター育成事業
チャレンジドＳＯＨＯ推進事業
知的障害者庁内短期研修事業

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

障害者就職支援活動推進事業
障害者の雇用・就業を促進するため、地域の障害
者の就業支援に積極的に取り組む社会福祉法人
等の活動に対して支援します。

盲・聾・養護学校就職力アップ推進事業
盲・聾・養護学校における生徒一人ひとりの就職力
育成を図るため、インターンシップ協力事業所の拡
大等を進める就職力アップ推進員を配置します。

障害者雇用に対する事業主の意識の向上や障害
者雇用に係る関係法令の動向等を周知するための
シンポジウムの開催等を行います。
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取組戦略１

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

15,110 農林水産部
1,726 農林水産部
3,270 農林水産部
6,394 農林水産部

取組戦略２

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 4,700 農林水産部

14,180 農林水産部

取組戦略３

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 6,700 農林水産部

新 23,082 農林水産部

新 21,042 農林水産部

県産品の販路維持拡大及びイメージの向上を図る
ための、地域の関係者が取り組む「地域こだわり特
産品」のブランド化の検討を支援します。

集落営農推進人材育成事業
品目横断的経営安定対策の対象となりうる集落営
農組織の加速的な育成を図るための取組みに補助
するとともに営農組織の実態調査に基づく、集落営
農組織を育成する際の参考となる青森型集落営農
組織モデルを作成します。

ＢＳＥ清浄化推進対策事業

県産品の魅力を広く全国にＰＲするための首都圏に
おける本県の優れた旬の食材や工芸品を提供する
飲食店「旬感！あおもり応援団」の設置等を行いま
す。

リモートセンシング活用県産米品質向上モデル事業
県産米の食味・品質の高位平準化を図るための客
観的なデータに基づく的確な生産指導に資するリ
モートセンシング（遠隔計測）技術の実証・確立を行
います。

事業名

旬感！あおもり魅力発信事業

総合販売戦略推進事業

事業名

地域特産品ブランド化促進事業

（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

残留農薬検査推進事業

　県産品の安全・安心情報の消費者・需要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、相互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。

あおもり農産物安全性確保対策事業

消費・生産双方の信頼を醸成する情報発信

農薬安全使用等総合推進事業

　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
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新 6,150 農林水産部

新 3,020 農林水産部

新 8,425 農林水産部

新 3,989 農林水産部

新 9,760 農林水産部

868 農林水産部
19,908 農林水産部
2,000 農林水産部
1,603 農林水産部
1,243 農林水産部

新 75,000 農林水産部

21,312 農林水産部
7,585 農林水産部
3,163 農林水産部

取組戦略４

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 28,745 農林水産部

新 4,582 農林水産部

新 6,743 農林水産部

あおもり野菜「真のおいしさ」追求事業

米の新品種「まっしぐら」の銘柄確立と需要拡大を
図るためのプロモーション活動及びりんごの新品種
「彩香」、「北紅」及び「星の金貨」を売れる産品とし
て銘柄確立するためのプロモーション活動を展開し
ます。

本県産さくらますのブランド化を図るための幼魚放
流追跡調査及び成魚回帰調査を実施します。

うすめばるトータルプラン推進事業

ブランドさくらます資源開発事業

新たなりんご加工需要創出事業

羽ばたけ「青森シャモロック」生産拡大事業
青森シャモロックのブランド化を推進するための品
質向上対策、生産拡大に向けた生産拠点づくりに
対する支援等を行います。

うすめばる漁業の収益アップを図るための資源増大
を目的とした放流技術・資源管理方策、養殖業の創
出及び鮮度保持技術を開発します。

元気印野菜産地育成プロジェクト事業
稲作地帯における農家経営安定を図るための市
場・量販店と連携したコーディネート活動及び現地
新技術実証試験ほの設置・指導、実践団地の設置
及び産地拡大推進計画の策定等を支援します。

県産りんごの一層の消費拡大を図るための生産者
団体と加工業者等との連携による加工原料としての
りんご需給システム構築の検討等を行います。

「売れる商品」販売戦略モデル事業

新しいあおもり米需要拡大事業
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

あおもり園芸産地育成総合整備事業
野菜・花きの産地を育成するための施設・省力化機
械・有機栽培等を推進する土づくり機械等の導入を
支援します。

北東北三県大阪アンテナショップ運営事業
安全・安心な土づくり総合推進事業

米・りんご新品種銘柄確立事業

事業名

「まるごと青森産品」販売促進事業
首都圏等における県産品の販路拡大を図るため、
生産者団体等と一体となって機動的かつ戦略的な
「攻めのセールス活動」を展開する県産品販売戦略
チームの設置等を行います。

活き活き水産物流通モデル支援事業

特別栽培農産物推進事業

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。

ホタテガイ等県産水産物の市場シェア及び販路の
拡大を図るための新たな活力延長技術及び梱包技
術を活用した新流通システムの開発を行います。
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新 8,800 農林水産部

8,590 農林水産部
2,284 農林水産部
7,545 農林水産部

4,330 農林水産部
3,150 農林水産部
1,375 商工労働部
2,049 農林水産部

新 102,381 農林水産部

取組戦略５

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 20,350 農林水産部

1,455 農林水産部
新 7,076 農林水産部

農林水産物海外販路拡大事業
県産農林水産物の輸出拡大を図るため、アメリカ合
衆国を対象とした既存市場における輸出規模の拡
大、中国市場向け輸出ルートの確立、ヨーロッパ等
を対象とした新規市場輸出可能性調査を実施しま
す。

津軽塗躍進戦略「ＴＳＵＧＡＲＵ　ＪＡＰＡＮ」事業

県産品新流通システム推進事業
電子商取引を利用した全国販路拡大事業

ふるさと産品消費県民運動推進事業

もくもくあおもり木づかい推進事業

県内における県産品の消費拡大を図るための協力
店の登録拡大等関係機関が一体となったふるさと
産品消費県民運動を推進します。

攻める木やる木推進事業

県産農水畜産物消費宣伝事業

生産者の顔が見える地産地消の推進

攻めの農林水産業プロモーション事業

青森りんご東アジア市場輸出プロモーション事業
地域販売等活動促進事業

事業名

「青森ヤリイカ」ブランド化推進事業

県産材の一層の利用促進を図るための認証県産材
制度の普及啓発及び利用促進事業を実施します。

　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。

県産農水畜産物のブランド力向上、消費拡大を図
るため、関係団体が実施する消費宣伝活動に対し
て支援します。
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取組戦略１

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 18,091 文化観光部
農林水産部

新 27,354 文化観光部

新 3,691 文化観光部

新 13,760 文化観光部
農林水産部

新 5,483 文化観光部
環境生活部

新 6,000 文化観光部

新 1,220 農林水産部

新 4,366 企画政策部

（ 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

新幹線開業効果を最大限に県下全域の観光振興
等に活かすための取組みを推進します。

他道県において地域の観光振興等に結びついて
いるさけ遊漁利用調査を本県へ導入するための検
討・指導等を行います。

新幹線観光推進事業

韓国修学旅行誘致開拓事業

あったか青森・温泉活性化対策事業

本県の豊かな自然、食、健康、風土などをキーワー
ドに県内温泉地の観光開発を推進し、温泉を核とし
た本県観光の底上げを図るための、旅行商品の造
成促進、情報発信及び地域ならではの食や温泉を
活用した特産品の開発を行います。

　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。

世界自然遺産「白神山地」の自然保護と観光客の
安全を確保するためのガイドの養成、各ガイド団体
の協力体制及び登録認定制度の整備支援、観光
客が安全に立ち入るための各種調査等を行いま
す。

介助が必要な観光客に対し、質の高い観光ガイドと
介助サービスを提供できる体制を構築するためのト
ラベルサポーター（観光介助者）の資格・登録制度
の導入、受入窓口の整備及びサポート組織のネット
ワーク化を支援します。

県内外出身の団塊世代を本県地域の「人財」として
還流・流入させるためのモデル地域における団塊
世代のニーズを踏まえた受入体制整備及び団塊の
世代が遊休農地等を活用して本県で農のある暮ら
しを送りながら生涯現役として心身共に健やかな生
活を楽しむための仕組みを構築します。

本県の観光・物産・農林水産物情報をより効果的に
発信します。

事業名

トラベルサポーター制度整備事業

韓国訪日修学旅行を本県に誘致するための学校交
流を行う受入校の確保及び韓国における誘致プロ
モーションを実施します。

ふるさとの川さけフィッシング導入モデル事業

まるごと青森編集発信事業

白神ツーリズム推進事業

あおもりツーリズム団塊ダッシュ事業
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新 2,607 文化観光部

2,038 文化観光部

4,994 農林水産部

7,113 文化観光部

取組戦略２

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 2,274 農林水産部

新 4,200 環境生活部

新 2,380 県土整備部

新 3,500 環境生活部
文化観光部

取組戦略３

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 8,400 企画政策部
文化観光部
県土整備部

新 2,709 企画政策部

32,540 文化観光部
8,284 文化観光部
1,800 文化観光部
5,944 文化観光部
18,000 文化観光部
27,268 文化観光部

冬季観光周遊バス支援事業
十和田湖冬物語開催事業費補助

ソウル便増便後の新展開として青森空港のより一層
の国際化を目指すためのミッション団の派遣及び各
地域との交流活性化による青森空港のＰＲ等を実施
します。

攻めのエアポートセールス戦略プログラム事業

青森空港の機能強化を機に、冬期間を含めた通年
での利用者の一層の増加及びダブルトラック化等を
図るためのエアポートセールスを実施します。

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

　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、資源としての本県の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

「日本に青森あり」青森空港アジア戦略プロジェクト事業

冬季観光中核イベント創出事業

ふるさとの景観形成事業
行政と住民の連携・協働による景観形成活動を推
進するための景観モデル地区における景観づくり
協議会の設置及び景観創造活用調査研究を実施
します。

冬の魅力の再発見

三沢市の仏沼がラムサール条約湿地として登録さ
れたことを記念した条約の県民理解と仏沼の自然
の啓発を図るためのフォーラムを開催します。

ふるさとの里山、巨樹・古木の守り手育成事業

海彦山彦「食の幸」活用モデル事業

グリーン・ツーリズム広域ネットワーク構築事業

十和田八幡平国立公園十和田地区指定７０周年記念事
業

十和田八幡平国立公園十和田地区指定70周年を
記念した式典等の開催及び観光ポスターの製作等
を行います。

観光情報発信事業費補助

津軽広域フリーパス発行事業

事業名

観光振興を図るため、「サーベイ青森」を活用し、観
光情報の発信を行います。

地域においてシンボルとなっている里山の巨樹・古
木の保護・保全思想を普及啓発するための保護
リーダー養成研修等の実施及び観光振興にも資す
るマップの作成等を行います。

ラムサール湿地「仏沼」フォーラム開催事業

美しい空間づくりの推進
　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。
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取組戦略４

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 4,780 文化観光部
県土整備部

新 23,825 教育庁

新 5,500 文化観光部

24,870 文化観光部
32,709 文化観光部
6,750 企画政策部
33,046 文化観光部

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・人工系資源（自然環境以外の資源）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。

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

美術館ブランド戦略推進事業

あおもりＪＯＭＯＮ発信事業
三内丸山遺跡をはじめとした本県の縄文遺跡群の
世界文化遺産登録を目指して実施する縄文文化の
国内外での認識をより一層を高めるための情報発
信等を行います。

県立美術館芸術拠点形成事業

事業名

JOMON文化・観光拠点づくり推進事業

県内に映画芸術に関する新しい価値観を創出する
ための非商業的映画を中心とした映画祭等を開催
します。

産業観光推進事業

産業観光による誘客促進を図るための本県におけ
る特色ある産業や優れた技術を持つ産業観光資源
の活用方法や受入体制の整備に向けた検討、情報
発信、県内のダムやトンネル等の社会資本につい
て技術的解説等を加え、地域の景観等と組み合わ
せて観光資源として活用を図るための観光客受入
体制の構築を行います。
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取組戦略１

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 18,960 商工労働部

新 12,000 商工労働部

新 17,700 商工労働部

新 30,800 商工労働部

新 2,600 県土整備部

1,381 商工労働部
10,000 商工労働部
11,133 商工労働部

12,842 商工労働部

工業総合研究センターが企業との共同研究により
開発した新材料「不溶性シクロデキストリンポリマー」
を活用した水質浄化システム及び微量環境汚染物
質の測定を効率化できる捕集・濃縮システムの開発
を行います。

事業名

ダイレクトバイオガス型燃料電池開発事業

環境規制物質の鉛含有のはんだで行われている電
子部品等の本県企業が抱えている具体的接合課
題の解決を図るため、先端接合技術であるレーザ
接合や超音波接合等を用いた生産性が高く、環境
に優しい接合技術の開発を行います。

次世代ＦＰＤ実用化技術開発事業
医療用中小型、高解像度ＦＰＤモニタ（ＴＦＴ液晶
ディスプレイ）の開発に不可欠な専用バックライトの
実用化と、評価技術及び回路技術並びに医療用画
像表示ソフトウェアの実用化に関する技術開発を行
います。

ナノテクノロジー支援事業
クリスタルバレイ構想実現化推進事業

先端技術を活用した産業の育成

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

　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生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。

 　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。

中国大連理工大学等との共同研究によるバイオマ
ス資源から得られるバイオガスを直接燃料とすること
が可能な燃料電池の開発を行います。

橋梁アセットマネジメントシステム普及・標準化推進事業
橋梁の長寿命化及び効率的な維持管理を推進す
るために、本県が全国に先駆けて独自に構築した
橋梁アセットマネジメントシステムの普及促進活動を
実施します。

環境浄化システム開発事業

地域結集型共同研究事業

新接合技術開発事業

（ 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
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取組戦略２

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 33,400 商工労働部

新 9,400 商工労働部

10,481 商工労働部

11,300 商工労働部

取組戦略３

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 20,700 商工労働部

新 10,900 商工労働部

新 6,350 商工労働部

新 6,000 商工労働部

北東北三県公設試共同研究事業

工業総合研究センターが有するデザインのシーズと
県内木工企業が有する特異な加工技術を活用し
て、木工製品の企画から生産・販売に至るマーケッ
ト・イン重視による、新しい生活提案を可能とするオ
リジナルブランド商品の開発します。

県の複数の試験研究機関の連携による有害金属の
カドミウムを除去した後のほたてがいの中腸腺を食
品添加物、飼料、肥料、サプリメント等に有効活用
するための技術を開発します。

事業名

本県のエネルギー分野のポテンシャルを活用し、地
域経済の活性化につなげていくための具体的な取
組方針・方策を体系化・戦略化した「青森県エネル
ギー産業振興戦略（仮称）」の策定・発信を行いま
す。

事業名

地域発新事業創出プロジェクト（パドック）推進事業

環境・エネルギー産業の振興を図るため、環境・エ
ネルギー産業創造特区及びあおもりエコタウンの情
報発信、地元企業の技術開発に対する支援等を図
ります。

　農林水産県としての本県の高い潜在力を生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。

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

ほたてがいウロ商品化技術開発事業

北東北三県の公設試験研究機関が有する技術を
応用して、各県で発生する廃棄物の特徴と機能を
活かした環境に優しい揮発性有機化合物吸着素材
等を開発します。

新木工製品共同研究開発事業

エネルギー産業振興戦略策定事業

本県独自の資源や本県の特性に着目した事業アイ
デアを県内外から公募し、マーケティング、商品開
発に秀でた大企業のニーズ視点からの事業発掘に
よる大企業と本県中小企業等との事業化の確度の
高いマッチングを実施します。

あおもり水素エネルギー創造戦略推進事業

むつ小川原ボーダレスエネルギーフロンティア構想推進
事業

環境・エネルギー産業の創出と研究開発拠点の形成

環境・エネルギー産業振興事業

　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。
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新 7,673 農林水産部

9,556 商工労働部
9,586 商工労働部

7,000 農林水産部
1,200 商工労働部

取組戦略４

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

3,561 商工労働部

2,049 商工労働部
2,744 商工労働部
2,523 農林水産部

新 1,780 商工労働部

新 12,000 商工労働部

取組戦略５

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 10,780 商工労働部

3,471 商工労働部
2,091 商工労働部

新 3,000 企画政策部

新 6,252 商工労働部

1,592 商工労働部

地域から創る元気青森推進事業

医療・健康福祉等の関連産業分野において、県内
の大学等と連携して中小企業等が行う研究開発等
を支援します。

医療・健康福祉産業事業化サポート事業
木工芸ユニバーサルデザイン玩具開発

医療・健康福祉関連ビジネスサロン支援事業

医療・健康福祉等新産業創出研究開発支援事業

未利用バイオマス成型技術を応用した製品開発研究

「海・山の恵み」活用新商品開発事業
民間企業とのマッチングを図り、農林水産資源を活
用した付加価値の高い製品・加工品並びに製造技
術を開発します。

都市エリア産学官連携支援事業

あおもり型農工ベストミックス新産業創出支援事業
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

医療・健康福祉関連産業の育成・創出を図るため、
企業と利用者、福祉関係者等の双方向の意見交換
や研修会及び試作等を行うサロンの開設等を行い
ます。

未・低利用海藻高度食用化事業

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・健康福祉関連分野事業化支援事業

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

あおもりＯＳＳランド推進事業

元気青森産業人育成事業
若手技術者等を対象とした実践的人材育成方策の
検討及び実証講座の開催、小・中学生を対象とした
体験型の起業家教育研修の実施及び指導者の養
成等を行います。

津軽塗新商品開発「リバースＴＳＵＧＡＲＵ」推進事業

知的財産活用保全促進事業

戦略的特許流通・活用支援事業
県内中小企業の戦略的な特許流通・活用を支援す
るために青森県知的財産所有権センターが行う普
及開発及び指導・相談活動等に対する支援等を行
います。

地域県民局が設置される各地域の特定課題を検討
するための県、市町村、及び地域住民とで構成する
地域活性化協議会の設置、運営を行います。
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取組戦略１

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 18,788 健康福祉部

新 12,314 農林水産部
健康福祉部
教育庁

新 9,550 健康福祉部

新 4,252 健康福祉部

新 2,273 健康福祉部

3,869 健康福祉部
教育庁

7,263 健康福祉部
8,522 健康福祉部
2,876 健康福祉部
1,890 健康福祉部

本県の豊富な農林水産物や地域食文化を活用した
食育県民運動の推進を図るための食育推進会議の
設置、食育推進計画の策定、乳幼児期における食
育に関する研修会の開催、食育推進マニュアルの
作成等を行います。

　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。

がん克服総合対策事業
がん医療水準の向上のための現状調査の実施、が
ん医療従事者の人材確保育成、がん医療に関する
ネットワークの形成促進、在宅ケアの推進、肺がん
緊急対策として小学校ＰＴＡに対する禁煙学習会の
開催、がん予防フォーラムの開催、女性のがん緊急
対策としてマンモグラフィ撮影技師の養成等を行い
ます。

事業名

いきいきライフ！食育県民運動推進事業

事業主、金融等相談窓口担当者に対するメンタル
ヘルス対策研修会等を実施します。

心のヘルスアップ事業

健康あおもり２１推進事業

（ 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

社会的ひきこもり社会参加推進事業
社会的ひきこもり当事者の社会参加のための体制
を整備します。

認知症対策等総合支援事業
認知症高齢者を地域において総合的に支援するた
めの体制を整備します。

メンタルヘルス地域・職域連携推進事業

健康あおもり２１チャレンジ事業

自殺予防地域支援強化事業

地域で支える在宅ケア推進体制整備事業費
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取組戦略２

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 115,600 健康福祉部

新 12,566 健康福祉部

新 6,217 健康福祉部

2,500 健康福祉部

1,808 健康福祉部
978 健康福祉部
1,826 健康福祉部
766 健康福祉部

新 41,977 健康福祉部

31,489 健康福祉部
2,500 健康福祉部
6,395 健康福祉部

11,639 健康福祉部

1,215 健康福祉部

59,907 健康福祉部
2,303 健康福祉部
2,437 健康福祉部

取組戦略３

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

4,526 健康福祉部

2,159 健康福祉部
11,887 健康福祉部

小児二次救急医療支援事業費補助（小児救急医療地域
システム構築支援事業）

救急医療に関する訓練を積んだ看護師を防災ヘリ
コプター等に搭乗させ、重篤な救急患者に対する
速やかな救命措置及び全身管理を行う体制を整備
するための看護師の養成等を行います。

将来的に安全かつ安心な産科医療の確保を図るた
めの本県産科医療体制のあり方の検討等を行いま
す。

医師臨床研修医確保対策推進事業費補助（医師臨床研
修指導医養成講習会開催費）

自治体病院機能再編成支援事業

事業名

救急医療体制調査・検証事業
除細動普及啓発事業

あおもり地域医療・医師支援機構設置運営事業

災害時医療救護マニュアル作成事業

産科医集約下での出産環境整備特別対策事業

弘前大学医学部入学生特別対策事業費補助

医師臨床研修医確保対策推進事業費補助（医師臨床研
修医確保対策事業）

県立つくしが丘病院改築設計調査費

小児二次救急医療支援事業費補助（小児救急医療支援
実施事業）

住民本位の保健・医療・福祉包括ケアの提供
　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

あおもり地域保健・医療・福祉総合推進事業
包括ケアシステム自己評価手法開発・普及事業

医師後期臨床研修事業費負担金
本県の医師確保及び医療水準の向上を図るため、
臨床研修修了者の専門医資格取得に向けた研修
環境を整備します。

あおもり地域医療・医師支援機構医師研修派遣事業費補
助

医学振興研究開発等支援事業費補助

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。

医育機能充実事業
日本きっての「良医」を育む地域づくりを図るため、
県民等の理解と協力の下に、魅力ある臨床教育環
境及び医師が意欲をもって勤務できる環境の整備
を行います。

フライトナース体制整備・推進事業
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取組戦略４

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 3,091 健康福祉部

新 4,615 健康福祉部

7,491 環境生活部
3,853 健康福祉部
1,275 健康福祉部
1,150 環境生活部
6,043 環境生活部
1,913 健康福祉部
4,538 健康福祉部
19,015 健康福祉部
24,601 健康福祉部

命を大切にする心を育む県民運動推進会議開催事業
こどもの豊かな心を育む環境づくり推進事業

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

子どもの外傷予防総合推進事業
セーフティ・プロモーションの手法に基づいた総合
的な子どもの外傷予防を推進します。

仕事と家庭の両立のための職場環境づくり推進事業

子ども虐待家族再統合促進事業
自閉症・発達障害児バックアップ事業

子ども虐待防止対策事業

自閉症・発達障害支援センター運営事業
特定不妊治療費助成事業
子どもの人権啓発事業

仕事と家庭の両立に向けた職場環境づくりの推進
のための事業主を対象としたコンサルタント事業等
を実施します。
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取組戦略１

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 3,000 環境生活部

新 14,870 農林水産部

2,500 総務部
4,200 環境生活部
20,608 商工労働部

取組戦略２

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 15,951 農林水産部

取組戦略３

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 10,000 県土整備部

新 10,000 県土整備部

4,820 商工労働部
2,061 環境生活部

ホタテ貝殻のリサイクルを推進し、水産資源増大を
図るためのガイドラインの作成及び協働ネットワーク
づくりを支援します。

青森エコエネルギーの導入促進

流域下水道等から発生する下水道汚泥を新エネル
ギー等として利活用するための具体的方策につい
て検討します。

アイドリング・ストップ運動推進事業

　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

リサイクル産業育成支援事業

事業名

ほたて貝殻を活用した豊かな海づくり事業

青い森資源によるリサイクル基盤の整備

地域密着型先進的リサイクル支援事業

　本県産業から副次的に排出されるりんごの搾りかす、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。

インハウスエスコ事業

環境産業活性化促進実行委員会負担金
環境産業の育成を図るための本県認定リサイクル
製品等の展示・ＰＲ及び商談会の開催等に要する
経費を負担します。

あおもり型バイオマス・チャレンジ支援事業
バイオマス利活用の普及啓発を図るためのフォーラ
ムの開催及び地域の取組みに対する助言・指導等
を行うアドバイザリーボードの設置・運営、本県の地
域特性を生かした多種多様なバイオマス資源の利
活用を図るための民間事業者等が行う取組みを支
援します。

事業名

　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。

（ 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、全国的にみてもゴミの排出量が多く、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

エコフレンドリーロード推進事業
風力や地熱等のエコエネルギーを活用し、照明や
融雪施設等道路施設の管理経費抑制を図るための
推進計画策定に向けたエコエネルギー導入可能性
を検討します。

下水道資源の新エネルギー活用方策検討事業
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取組戦略４

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 8,400 環境生活部

新 4,600 環境生活部

1,941 環境生活部
720 環境生活部
2,043 環境生活部
2,549 環境生活部
907 農林水産部
159 環境生活部
7,650 環境生活部

体験型環境学習推進事業
農業用資材排出処理適正化推進事業

循環型社会づくりに向けた県民との協働
　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。

こどもエコクラブ活動事業
あおもり地球クラブ活動事業

事業名

一般廃棄物リサイクル率向上促進事業
環境活動パートナーシップ推進事業
環境マイスター養成講座開設事業

協働型不法投棄対策推進事業
県と産業界、関係団体等が協働して行う廃棄物の
撤去作業体験キャンペーンや環境フォーラム等の
不法投棄防止対策を支援します。

環境チルドレン・グローアップ事業
資源循環型社会の構築に向けて次代を担う子ども
たちの環境意識の向上や生活様式の転換を目的と
した紙芝居による出前教室及び演劇コンテストを開
催します。
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取組戦略１

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 6,100 県土整備部

15,600 県土整備部
1,762 農林水産部
12,550 県土整備部

取組戦略２

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

2,987 農林水産部

6,960 農林水産部

人・森・川・海をめぐる青森の水健全化プログラム策定事

新井田川河口水域流域別下水道整備総合計画策定事
業

農林水産業を支える水循環システム再生・保全推進事業

水と暮らしの好循環創出事業
水循環健全化行動を推進し、水健全化プログラムを
円滑に進めるための県民、企業等の動機付けとな
る環境価値・便益の調査及び推進方策等を提案し
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
　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

社会が支える「山・川・海をつなぐ森づくり」推進事業

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

高齢級間伐対策事業

22



取組戦略３

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

9,559 農林水産部

22,798 農林水産部
5,250 農林水産部

240 農林水産部
4,621 農林水産部
2,086 農林水産部
2,480 農林水産部
90,329 農林水産部
1,730 農林水産部

300,000 農林水産部
83,500 農林水産部

取組戦略４

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 7,187 農林水産部

9,358 農林水産部
1,246 農林水産部
1,898 農林水産部
7,000 農林水産部

取組戦略５

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

1,011 環境生活部

13,900 県土整備部
980 県土整備部
403 県土整備部
5,501 環境生活部
23,200 県土整備部

１万１千キロの水路を守る実験事業
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

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
　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

あおもり「有機の郷づくり」ステップアップ事業
ふるさとの水保全「健康な農産物づくり」事業

たんぼにやさしいあぜ道づくり事業
元気な地域づくり・「農地、水」の再生・保全事業

堆肥でつなぐ有機の環推進事業
農業集落排水促進事業
地域用水機能増進事業

農業水利・水循環システム保全事業

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

みんなでつくるふるさとの水環境保全事業
水辺再発見推進事業

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

海の森活性化推進事業
漁場環境を保全する人材を育成するための漁業者
研修会の開催、磯根資源を対象とした既設増殖場
の適正管理、生産力の向上等を図るための利活
用・管理指針の作成、高い海域浄化機能を有する
食用・藻場造成用ほんだわら類の養殖技術の開発
等を行います。

漁場環境美化推進事業

　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。

事業名

十和田湖・奥入瀬川流水管理システム策定事業

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

碧い湖・十和田湖創造事業

ふるさとの森と川と海の保全及び創造推進事業
十和田湖水質改善事業
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取組戦略１

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 9,826 環境生活部

新 1,351 環境生活部

7,393 警察本部
5,202 環境生活部
1,039 環境生活部
4,240 教育庁

取組戦略２

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 4,708 警察本部

4,293 警察本部
3,432 警察本部

取組戦略３

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

1,664 環境生活部

4,778 警察本部
5,132 警察本部
1,325 警察本部
2,957 警察本部

ＤＶセーフコミュニティ事業
地域関係者がＤＶを正しく理解し、適切に対応でき
る人材を育成するための啓発・対応モデル事例集
の作成・配布、予防啓発セミナーの開催及び予防
活動の研究を行います。

安全・安心まちづくり推進事業
青森県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例の
施行を契機とし、犯罪のない安全で安心して暮らす
ことができる地域社会を構築するための防犯ガイド
ブックの作成・配布及びシンボルマーク・標語の募
集等を行います。

（ ９ ） 地 域 安 全 ・ 防 災 推 進 プ ロ ジ ェ ク ト

　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

消費者被害支援事業
安心生活推進員養成事業

プロジェクトの目的
　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

いきいき青森っ子サポート事業

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

子どもを守る地域ネットワーク事業
子どもを育む支援対策及び地域との連帯による子
どもを犯罪から守る対策等を推進します。

子ども安全サポート推進モデル事業

交通事故の発生実態に即した交通事故防止対策

少年非行抑止事業

　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

いきいきシルバー交通安全推進事業
交通安全ステップアップ事業
夕暮れ時の早め点灯推進事業

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
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取組戦略４

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 14,290 県土整備部
農林水産部

36,000 県土整備部

取組戦略５

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 3,265 健康福祉部

25,000 県土整備部
6,700 県土整備部

425,000 県土整備部
3,600 県土整備部
2,700 県土整備部

取組戦略６

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

3,545 環境生活部

31,987 環境生活部
91,237 環境生活部
42,973 環境生活部
241,500 環境生活部
17,038 環境生活部

　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。

防災・減災のための情報共有の推進

事業名

浸水想定区域図の作成・公表事業

津波対策協働事業

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る津波に
よる人的・物的被害の最小化を図るための津波浸
水予測図の作成及び既存施設実態調査を実施しま
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

水道危機管理対策推進事業
大規模地震災害等の発生時における飲料水、消火
用水及び医療用水の確保を図るための全県的な水
道危機管理指針を策定します。

わが家の耐震改修促進事業費

下水道防災マニュアル策定事業

橋梁補修事業
防災施設ストックマネジメント事業

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
緊急時対策調査・普及等事業
緊急時連絡網整備事業
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
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取組戦略１

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 35,738 企画政策部
県土整備部

4,725 教育庁

取組戦略２

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

新 10,130 企画政策部
商工労働部

4,215 農林水産部

（ユビキタス関連技術力向上事業、モバイルコンテ
ンツ産業育成推進事業）
ユビキタス関連産業の育成推進のため、県内ＩＴ産
業が最新のユビキタス技術に対応した技術力の向
上を図るとともに、モバイルコンテンツ関連産業拠点
形成に向けた施策の方向性についての調査及び
モバイルコンテンツビジネスに関するセミナーの開
催やモバイルコンテンツ関連企業と県内中小企業
のマッチングの場の提供を行います。

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

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

ゆきナビあおもりプロジェクト推進事業

ユビキタスネットワーク社会の実現に向けた電子タ
グ等の新しい情報通信技術の利活用推進のための
調査検討及び総合交通情報システムの構築に向け
た検討を行います。

三内丸山遺物ドキドキ情報化推進事業

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。

事業名

青森りんご高品質維持追跡調査事業

ユビキタス関連産業育成推進事業
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取組戦略３

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

4,538 企画政策部

取組戦略４

（単位：千円）
事業の
種別

事業費
事業担当
部局

5,372 企画政策部ユビキタスあおもり推進事業

行政電子化ユビキタス戦略

行政手続オンライン化推進整備事業

ユビキタスあおもり環境づくり戦略

事業名

 　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

 　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。

27



※ （新） 200,000 総務部市町村発・元気なあおもりづくり支援事業
市町村が自発的に創意工夫して実施する地域づく
りを担う人材の育成、地域産業の振興における緊急
または重要な課題の解決などを目的とした市町村
発・元気なあおもりづくり事業を支援します。

28


