
平成１８年度ふるさと再生・新生重点事業 千円

※戦略名横に記載した部局は事業を調整している部局、その下に記載した部局は関係部局です。

（１）自立する人づくり推進プロジェクト 千円

戦略１：確かな学力を身に付ける教育の推進 36,652 千円 教　 育　 庁

（単位：千円）
要求額

19,382

6,508

10,762

戦略２：豊かな人間性を身に付ける教育の推進 37,825 千円 教　 育　 庁
文化観光部

（単位：千円）
要求額

34,994

2,831

戦略３：チャレンジする心を育む教育の推進 57,607 千円 教   育   庁

（単位：千円）
要求額

23,114

9,493

25,000

戦略４：地域の教育力を高める取組の推進 2,380 千円 教   育   庁
県土整備部

（単位：千円）
要求額

2,380

　自動体外式除細動器を県立学校等に配置し、緊急時に対応でき
る人材育成及び健やかな地域づくりに取り組むことにより、命を大
切にする心の教育を推進し、豊かな人間性を育む

　地域の子どもたちの国際理解の促進を図る

目　　的

　長期間にわたる教員の企業体験派遣を実施し、派遣教員の経験
を県全体の教育活動に反映させる
　身近な職業について、生徒自らが主体的に調査・研究を行うこと
により、将来の進路選択に対しての積極的な姿勢や意欲を涵養す
る

　国内外からの参加者との交流や大会の観戦を通して、地域の一
員としての自覚や社会性・国際性など豊かな人間性を身に付ける

2,501,010

目　　的

　小・中学校における系統立てた教育活動を推進するため、有効な
連携のあり方についての調査研究を行う
　放課後等において、児童生徒の学習内容の定着や学習習慣の
育成を図るための学習サポーターを派遣する

134,464

　 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。

事　　業　　名

小・中連携教育推進事業

学力アップサポート推進事業

目　　的

まちづくりリーダー養成セミナー
　参加型まちづくりの実現を図るため、まちづくりリーダーを育成す
るセミナーを実施する

   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。

目　　的

   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。

事　　業　　名

仕事学び推進事業

世界女子カーリング選手権大会開催費補助

　高等学校の今後のあり方に関する検討会議や、学校の特性を最
大限に活かしたカリキュラム等の研究開発の実施により、本県教育
の水準の維持向上を図る

   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

　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。

事　　業　　名

　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。

スクールアイデンティティプログラム事業

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

企業スピリッツ研修事業
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（２）しごと空間創造プロジェクト 千円

戦略１：創業・起業の推進 582,790 千円 商工労働部
総　 務　 部
企画政策部

（単位：千円）
要求額

14,479

33,935

17,021

24,338

35,936

15,392

5,000

10,691

413,000

12,998

戦略２：建設産業などの再生・活性化の推進 68,629 千円 商工労働部
県土整備部

（単位：千円）
要求額

18,500

6,200

21,000

5,213

10,070

3,325

4,321

戦略３：戦略的企業誘致の推進 6,386 千円 商工労働部

（単位：千円）

要求額

6,386

　商工会職員等の「やる気」と「創意工夫」を喚起し、商工会等の組
織活性化と人材育成を図る

　県内企業が自ら行う電子商取引を用いた市場開拓を支援し、県
産品に対する県内外の消費者の認知度、評価を高め、あおもりブラ
ンドの構築を促進する

　県内企業や個人事業者の新たな海外ビジネス活動を支援する

　県民が安心して住宅をリフォームできる環境を整備し、住宅産業
の活性化等を図る
　建設技術力向上のための環境づくりを行い、建設業の活性化を
支援する

　県内で大規模生産を行う誘致企業と他の県内企業の取引拡大及
び関連県外企業の誘致を図る

サポーティング・インダストリー集積形成モデル事業

   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

安心すまいアップ促進事業

建設技術向上事業

目　　的

商工団体提案型地域活性化支援事業

海外ビジネス戦略展開総合推進事業

あおもり産業情報円滑化促進事業

青森・大連ビジネスモデル推進事業
　ビジネスモデルを活用した県内企業や個人事業者の大連でのビ
ジネス展開を促進する

事　　業　　名

青森県特別保証融資制度貸付金（重点推進対策臨
時枠）

団塊世代対策推進事業 　団塊の世代の本県との交流と本県への定住の促進を図る

目　　的

　2007年問題に対応して、創業の促進、技術力等の維持拡大、新
商品・新サービスの開発・促進を図るとともに、産学官連携を推進
する

「食」の地域循環活性化による仕事おこしモデル事業

生活交通ユニバーサルサービス構築モデル推進事
業

　商工会地域における「食」関連施設での地元調整率を高め、新た
な仕事（雇用）と所得機会の創出を図る

　地域住民によるコミュニティビジネス的な生活交通づくりの推進を
図る

プレインキュベーション推進事業
　本県における創業・起業を促進するため、創業準備スペースの提
供及び専門家による経営アドバイスを行う

アントレプレナーツーリズム
　起業の促進及び人財の誘致を図るため、起業家支援施設の見学
や生活体験等を行うアントレプレナーツーリズムを実施する

   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 目　　的

744,966

人財活用青森型コミュニティビジネス・サポート事業 　コミュニティビジネスの創業・経営を支援する

元気企業ビジネスマッチング推進事業
　県内企業の事業及び雇用の拡大を図るため、元気のある企業を
対象に、首都圏における新規市場開拓を実施する

青森県中小企業新連携支援事業 　新連携（異分野連携）の推進を図る

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として、大学、企業との共同研究を実
施する

「県民仕事づくり人づくり」推進事業費
　雇用の場を創出するため、本県の地域力を結集し、仕事づくり・人
づくりにセットで取り組む

   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。
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戦略４：若年者のいきいき就業促進 30,224 千円 商工労働部

（単位：千円）

要求額

8,178

22,046

戦略５：中高年失業者の円滑な再就職支援 18,731 千円 商工労働部

（単位：千円）

要求額

18,731

戦略６：障害者の就業促進に向けた社会的な環境づくりの推進 
38,206 千円 商工労働部

教　 育　 庁

（単位：千円）
要求額

15,029

23,177

   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。

目　　的

目　　的

　インターンシップ協力事業所の掘り起しにより、盲・聾・養護学校
の就職力アップを図る

盲・聾・養護学校就職力アップ推進事業

事　　業　　名

障害者就職支援活動推進事業
　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団体
の活動に助成し、障害者の雇用・就業を促進する

働き盛りセーフティネット事業

   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。

　団塊世代を中心とした働き盛りの離退職者・予定者等の円滑な再
就職の促進を図る

事　　業　　名

若年者キャリア形成支援事業 　若年未就職者の就職促進のため、職業訓練に対する支援を行う

ピカピカあきんど育成事業
　次代を担う商業者等の育成と若年者の勤労意欲の啓発、及び中
心商店街の再活性化を図る

目　　的

   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
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（３）「攻めの農林水産業」総合販売戦略プロジェクト 千円

戦略２：消費・生産双方の信頼を醸成する情報発信 14,872 千円 農林水産部

（単位：千円）
要求額

14,872

戦略３：安全・安心・高品質な商品づくり 117,042 千円 農林水産部

（単位：千円）
要求額

24,855

24,428

29,000

9,247

3,543

8,750

4,986

12,233

戦略４：国内外をターゲットにした強力な販売戦略の展開
75,560 千円 農林水産部

（単位：千円）
要求額

14,342

34,030

5,664

8,938

12,586

戦略５：生産者の顔が見える地産地消の推進 21,223 千円 農林水産部

（単位：千円）
要求額

21,223

   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。

　食品産業分野における県産品の販路拡大を図る

　ウスメバルの生産から製品化までのトータル的な収益性のアップ
を推進

　青森シャモロックの飼養基盤を整備し、全国ブランド化を図る

　米の食味・品質の高位平準化を図るリモートセンシング技術を検
証

ブランドさくらます資源開発事業

地域特産品ブランド化支援事業

新たなりんご加工需要創出事業

　本県ホタテ活貝の新流通システムの開発を図る

　組織化・法人化を担う農業人の育成を主体にした集落営農の総
合的な育成を図る

リモートセンシング活用県産米品質向上モデル事業

228,697

　大型サクラマスの資源増大により本県サクラマスのブランド化を図
る

   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。

   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。

事　　業　　名

事　　業　　名

　加工原料の安定的な需給システムづくりに取り組むとともに、機能
性に着目した新たな加工需要を掘り起こし、りんご加工振興を図る

　地域ブランド化の促進を図り、県産品全体の販路拡大及びイメー
ジの向上を図る

元気印野菜産地育成プロジェクト育成事業 　稲作地域での野菜産地育成を図る

集落営農推進人材育成事業

「まるごと青森産品」販売促進事業

目　　的

　米とりんごの新品種の市場での地位を確立し、売れる産品として
の銘柄の確立を図る

   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。

事　　業　　名

　首都圏を中心に機動的に県産品の販路開拓を図る

活き活き水産物流通モデル支援事業

食品産業と農・水産業との連携による県産品販売推
進事業

米・りんご新品種銘柄確立事業

羽ばたけ「青森シャモロック」１０万羽生産拡大事業

旬感！あおもり魅力発信事業

目　　的

目　　的

　県産材の住宅への利用促進を図る

事　　業　　名

   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。

もくもくあおもり木づかい事業

　本県農林水産物の海外市場の開拓、輸出ルートの確立等を図る農林水産物海外販路拡大事業

うすめばるトータルプラン推進事業

   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。

　首都圏において、本県の優れた旬の食材や器（工芸品）の情報を
発信し、あおもりのファンづくりの推進を図る

目　　的
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（４）あおもりツーリズム創造プロジェクト 千円

戦略１：豊かな時間づくりの推進 115,854 千円 文化観光部
企画政策部
環境生活部
農林水産部

（単位：千円）
要求額

25,945

32,892

3,995

19,826

9,554

6,093

6,000

11,549

戦略２：美しい空間づくりの推進 13,280 千円 文化観光部
環境生活部
農林水産部
県土整備部

（単位：千円）
要求額

3,356

4,924

5,000

戦略３：冬の魅力の再発見 13,795 千円 文化観光部
企画政策部
県土整備部

（単位：千円）
要求額

8,328

5,467

ふるさとの里山、巨樹・古木の守り手育成事業 　古木の保全及び観光資源としての活用を図る

ラムサール湿地「仏沼」フォーラム開催事業 　環境保全及び観光振興を図る

　バリアフリー観光の推進を図る

あったか青森・温泉活性化対策事業 　観光客の誘客促進を図る

　外国人観光客の誘客促進を図る

   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

　地域住民との連携･協働によるモデル的景観形成を展開する

　新幹線観光の推進を図る

　白神山地の誘客促進と安全確保を図る

　観光客の誘客促進を図る

韓国修学旅行誘致開拓事業

ふるさとの川サケフィッシング導入モデル事業

あおもりツーリズム団塊ダッシュ事業 　団塊世代の受入体制の整備を図る

　サケ遊魚の在り方等を検討

まるごと青森編集発信事業

ふるさと景観形成事業

目　　的

   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。

　外国人観光客の誘客促進を図る

攻めのエアポートセールス戦略プログラム事業

「日本に青森あり」青森空港アジア戦略プロジェクト

　観光客の誘客促進を図る

   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 目　　的

事　　業　　名

トラベルサポーター（観光介助者）制度整備事業

195,567

目　　的

白神ツーリズム推進事業

新幹線観光推進事業
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戦略４：特色あるアート資源の活用 52,638 千円 文化観光部
県土整備部
教　 育　 庁

（単位：千円）
要求額

5,827

34,811

12,000

事　　業　　名

産業観光推進事業
　県内の産業観光資源の活用方法及び受入体制の整備等を検討
し、産業観光の推進を図る

目　　的

県立美術館芸術拠点2カ年計画事業

あおもりJOMON発信事業

　美術館の諸芸術の拠点化を図る

　縄文遺跡の観光資源としての活用及び世界遺産登録を目指す

   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。
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（５）あおもり型産業創造育成プロジェクト 千円

戦略１：先端技術を活用した産業の育成 94,685 千円 商工労働部
県土整備部

（単位：千円）
要求額

21,700

14,385

20,144

34,528

3,928

戦略２：環境・エネルギー産業の創出と研究開発拠点の形成
47,050 千円 商工労働部

（単位：千円）
要求額

35,550

11,500

戦略３：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
82,018 千円 商工労働部

農林水産部

（単位：千円）
要求額

30,933

14,084

7,278

10,084

19,639

戦略５：あおもり型産業創造に対応した人材の育成 14,706 千円 商工労働部

（単位：千円）

要求額

カドミウム除去後のホタテ貝中腸腺の有効利用法の
開発

　ホタテ貝中腸腺に含まれる有効成分の活用

新規開発の分子認識材料を応用した環境浄化・測定
システムの開発

　新規開発材料を用いた環境浄化･測定システムの開発

目　　的

目　　的

目　　的

目　　的事　　業　　名

   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。

「海・山の恵み」活用新商品開発
事業

　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

環境浄化を目的としたホタテ貝殻複合材料の開発

加工技術とプロダクトデザインを融合した木工製品の
開発

　ホタテ貝殻を用いたVOC吸着素材の開発

　木工技術とデザイン手法による新商品開発

事　　業　　名

   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。

エネルギー産業クラスター推進事業

   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。

　「青森県エネルギー産業振興戦略（仮称）」を策定。各界に対して
積極的に提案、参画を促し、関連産業の振興と地域産業活性化を
推進する

事　　業　　名

環境・エネルギー産業振興事業
　「あおもりエコタウンプラン」や「環境･エネルギー産業創造特区」を
踏まえ、環境･エネルギー産業の振興を図る

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

   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。

　県が開発した「橋梁アセットマネジメントシステム」の国内外での普
及促進活動に取り組み、国際標準化を目指す

ダイレクトバイオガス型燃料電池の開発

次世代ＦＰＤの実用化技術の開発
　地域結集型共同研究事業の成果の実用化を通し、本県ディスプ
レイ関連産業を育成する

　バイオガスを燃料とする燃料電池電極材料の開発

生産性と環境に優れた接合技術の開発 　高度接合技術の普及と人材育成を図る

   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。

238,459

   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。

事　　業　　名

地域発新事業創出プロジェクト
（パドック）

　大企業と本県中小企業等とのマッチングを実現し、地域産業の活
性化と雇用の創出を図る
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14,706
　産業界・教育界・行政が一体となり、産業人材育成について体系
的・戦略的に推進する体制を構築する

元気青森産業人育成事業
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（６）健康といのちの育み推進プロジェクト 千円

戦略１：参加し、実践する健康づくりの推進 105,696 千円 健康福祉部
農林水産部
教　 育　 庁

（単位：千円）
要求額

51,123

19,218

12,710

11,315

11,330

戦略２：健康を支える地域医療の再構築と連携 338,611 千円 健康福祉部

（単位：千円）
要求額

315,560

12,566

10,485

戦略４：子どもの命を大切にする環境づくりの推進 21,365 千円 健康福祉部

（単位：千円）
要求額

10,588

10,777

目　　的

465,672

子どもの外傷予防総合推進事業

仕事と家庭の両立のための職場環境づくり推進事業

　子どもを対象としてセーフティ・プロモーションの手法を取り入れた
外傷予防を進める

　仕事と育児を両立させるための職場環境づくりを進める

   「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。

事　　業　　名

   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。

目　　的

医育機能充実事業

産科医集約下での出産環境整備特別対策事業

　優れた医育環境及び医師が意欲を持って勤務できる環境の整備
を図る

　産科医療体制のあり方を示すとともに、医療資源の効果的な活用
を図る

事　　業　　名

   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。

目　　的

認知症対策等総合支援事業

社会的ひきこもり社会参加推進事業

   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。

　社会的ひきこもり当事者の社会参加に必要な体制を整備し、社会
復帰を推進する

事　　業　　名

メンタルヘルス地域・職域連携推進事業
　職域保健との連携により、小規模事業所を対象とした「うつ病」に
関する普及啓発、早期発見・早期対応を図る

がん撲滅挑戦事業
　がん予防対策、がん検診の普及による早期発見、誰もが質の高い
がん医療を受けることのできる体制整備を進める

　地域における総合的な認知症高齢者に対する支援体制を確立す
る

フライトナース体制整備・推進事業
　防災ヘリ等への看護師の搭乗体制を構築し救急医療の充実を図
る

   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。

いきいきライフ！食育県民運動推進事業
　心身ともに健康で活力に満ちた「くらし」の実現に向けた食育を推
進する
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（７）あおもり循環型社会創造プロジェクト 千円

戦略１：環境ビジネス・リサイクル産業の振興 34,000 千円 環境生活部
農林水産部

（単位：千円）
要求額

5,000

29,000

戦略２：青い森資源によるリサイクル基盤の整備 24,366 千円 環境生活部
農林水産部

（単位：千円）
要求額

24,366

戦略３：青森エコエネルギーの導入促進 28,500 千円 環境生活部
県土整備部

（単位：千円）
要求額

18,500

10,000

戦略４：循環型社会づくりに向けた県民との協働 23,059 千円 環境生活部

（単位：千円）

要求額

環境チルドレン・グローアップ事業 13,459

9,600

109,925

目　　的

協働型不法投棄対策推進事業

　次代を担う子どもたちによるごみの分別などの具体的な行動を通
じて、循環型社会に向けた意識の向上や生活様式の転換を図る

　廃棄物の不法投棄の防止に向け、行政、県民、事業者による協
働の機運づくりや仕組みづくりを進める

下水道資源の新エネルギー活用事業

   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 目　　的

　下水道資源（汚泥・処理水）の新エネルギーへの活用を図る

エコフレンドリーロード推進事業 　道路管理施設へのエコエネルギー導入を検討する

　リサイクル製品及び環境関連製品のＰＲ、商談機会の提供を通じ
て、環境産業に係るビジネスチャンスの拡大を図る

　バイオマス利活用に向けた取組みを促進する

ホタテ貝殻を活用した豊かな海づくり事業

   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。

事　　業　　名 目　　的

　ホタテ貝殻の利活用の推進

   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 目　　的

環境産業活性化促進事業

あおもり型バイオマス・チャレンジ
支援事業

   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
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（８）美しいふるさとの水循環推進プロジェクト 千円

戦略１：山・川・海の水循環のビジョンづくり 18,000 千円 県土整備部

（単位：千円）
要求額

18,000

戦略４：豊かな水産資源を生み育てる豊饒の海づくり
13,276 千円 県土整備部

農林水産部

（単位：千円）
要求額

13,276

31,276

海の森活性化推進事業

目　　的
　海の森の漁場環境を保全する人材育成、及び漁業者の増殖場利
活用促進活動への支援、食用・藻場造成用ホンダワラ類の養殖技
術開発を図る

   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

　水循環健全化行動の推進を通じて、経済の好循環を図る

   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。

目　　的

   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。

事　　業　　名

水循環健全化による経済の好循環創出事業
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（９）地域安全・防災推進プロジェクト 千円

戦略１：犯罪の発生しにくい環境づくりの推進 25,213 千円 警 察 本 部
環境生活部

（単位：千円）
要求額

20,832

4,381

戦略２：少年犯罪などの抑止対策の推進 5,729 千円 警 察 本 部

（単位：千円）
要求額

5,729

戦略４：防災・減災のための情報共有の推進 18,000 千円 警 察 本 部
県土整備部

（単位：千円）

要求額

18,000

戦略５：ライフラインなどの防災対策の推進 5,000 千円 警 察 本 部
健康福祉部

（単位：千円）
要求額

5,000

安全・安心まちづくり推進事業

ＤＶセーフコミュニティ事業

　県民の防犯意識の高揚と自主防犯活動の促進を図る

　ＤＶ法に基づく県基本計画の策定に伴い、ＤＶ対策の強化を図る

　水道事業体との協働により災害等の発生時における飲料水等の
確保体制の整備を図る

   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。

事　　業　　名 目　　的

   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。

   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

津波対策協働事業 　津波災害による人的・物的被害の最小化を図る

目　　的

　少年の非行防止及び犯罪被害の防止を図る

   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

   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。

子どもを守る地域ネットワーク事業

   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 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。

53,942

目　　的
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（10）ユビキタスあおもり推進プロジェクト 千円

戦略１：生活向上化ユビキタス戦略 40,967 千円 企画政策部
県土整備部

（単位：千円）
要求額

40,967

戦略２：産業活性化ユビキタス戦略 57,075 千円 企画政策部
商工労働部
文化観光部

（単位：千円）
要求額

15,114

41,961

目　　的

ゆきナビあおもりプロジェクト推進事業

目　　的

ユビキタス技術を活用して、安全･安心、快適に移動できる環境の
向上を図る

   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

   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。

新幹線新青森駅開業ユビキタス観光推進事業

   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

　県内ＩＴ関連産業のユビキタスに対応した技術力の向上及び携帯
電話を活用したモバイルコンテンツ産業の育成･誘導を図る

　ユビキタス観光のビジネスモデルの構築を図る

   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。

98,042

ユビキタス関連産業育成推進事業

―13―



※市町村発・元気なあおもりづくり支援事業 200,000 千円

総　 務　 部

要求額

200,000市町村発・元気なあおもりづくり支援事業
元気なあおもりづくりを推進するため、市町村が自発的に創意工夫
して実施する事業に対して補助する

　市町村による自発的、創造的な地域特性を活かした地域づくりへの支援を通じて、市町村との連
携・協働による元気なあおもりづくりの推進を図ります。

　具体的な取組事例としては、地域づくりを担う人材の育成、地域産業の振興または雇用機会の創
出、地域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て、市町村が自発的に創意工
夫して実施する事業に対して財政支援を行います。

事　　業　　名 目　　的

―14―


