
（１）人は財
タカラ

だ！青森県（あおもりの未来づくり）

〈あおもりの未来をつくる人財育成事業〉 99,116千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

小・中・高等学校連携教育
推進事業

13,294千円 教育庁

高校生地域貢献推進事業 4,790千円 教育庁

教師が子どもに向き合える
学校づくり推進事業

10,657千円 教育庁

インターハイ選手強化対
策事業

39,994千円 教育庁

ｷｬﾘｱ教育ﾈｯﾄﾜｰｸ形成事
業

2,732千円 企画政策部

命を大切にする心を育む
人・地域づくりの推進事業

11,594千円 環境生活部

高等学校における総合支
援事業

8,293千円 教育庁

学校安全対策推進事業 7,762千円 教育庁

〈あおもりの今をつくる人財育成事業〉 20,916千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

ものづくり企業人実践セミ
ナー事業

10,704千円 商工労働部

組込みソフトウェア産業振
興戦略事業

7,472千円 商工労働部

あおもりﾕﾋﾞｷﾀｽ系養成事
業

2,740千円 企画政策部

目　　　　　　　　　　　　的

平成２１年度基本計画推進重点枠事業 1,908,330千円

　 人口減少が進む中にあって、持続可能な青森県づくりを進めるためには、県民、とりわけ未来世代
一人ひとりの能力を一層高め、その能力を十分に発揮してもらう環境を整えていくことが必要です。
　 そのため、青森県の未来を担う世代へのいわば「投資」となる「あおもりの礎」づくりに全力を挙げて
取り組みます。

高等学校において発達障害等により学習等に適応できない
生徒の自立と就労の実現のために、総合支援推進員を配置
し、校内の支援体制の整備を図る。

モデル地区において、防災教育に係る実践的な取組を行い、
学校・家庭・地域社会が連携・協力した、学校における防災力
の向上を図る。

命を大切にする心を育む県民運動を推進し青少年の健全育
成を図るため、地域における声かけ活動の支援、子どもたちの
同世代へのメッセージ発信、ものづくりをメインとした体験活動
の充実に取り組む。

163,408千円

目　　　　　　　　　　　　的

県内製造業における経営・生産管理者及び企画・営業部門
担当者を対象に、各部門毎の実践的なセミナーを実施する。

高校生から大学生層を対象に、産学官が連携してICT関連ス
キル・起業意識の高い人財を育成し、｢AOMORIユビキタス
フェロー｣として認定する。

小・中・高等学校の連携教育を推進するため、研究指定校に
おいて学習習慣の形成を中心に、家庭と連携した生徒指導
や学習指導についての実践研究を行なう。
また、小・中・高等学校においてネットいじめに対処する教員
を養成するとともに、学校・家庭・地域が一体となって、情報モ
ラル教育を推進する。

高校生が地域の産業等について調査・研究を行ない、地域に
貢献できる具体的な取組を通じて、「逞しい高校生」の育成や
「ふるさと理解」の推進を図る。

モデル校において、経営コンサルタントの協力を得ながら、学
校の業務改善に取り組み、教師が子どもに向き合うための時
間を確保できる環境づくりを進めていく。

県内各地でキャリア教育を推進していく組織づくりに向け、
キャリア教育をプロデュースできる人財を育成するとともに、県
民や企業に対し、キャリア教育についての意識啓発を行う。

平成23年に北東北３県で開催されるインターハイに向け、有
力チームやアスリートの招聘、県外派遣強化等の選手強化対
策に取り組む。

組込みソフトウェア産業の成長基盤を形成するため、関係機
関の連携強化やプロジェクトマネージャークラスへのキャリア
アップを目指す者を対象とする実践的講座の開催等を実施す
る。
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〈人財育成のための仕組みづくり事業〉 43,376千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

人づくりｽﾀｼﾞｱﾑ構想検討
事業

3,827千円 企画政策部

新たな「つながり」発掘事
業

11,494千円 企画政策部

未来の青森県づくり戦略
調査事業

5,990千円 企画政策部

社会参加活動推進事業 6,811千円 教育庁

未来をひらく県立図書館
事業

2,741千円 教育庁

地域の教育力を高める環
境整備事業

11,047千円 教育庁

親育て支援事業 1,466千円 環境生活部

地域の教育力を高めるため、地域ぐるみで子どもを育む機運
を醸成するとともに、地域社会を構成する個人や団体・機関等
相互の連携を強化する仕組みづくりを行う。

平成２２年の「国民読書年」に向けて、子どもの読書を推進す
るための出前おはなし会などを行うとともに、本県の重要課題
である産業の創造や起業を支援するための情報提供等を行
う。

人財育成を総合的に進めるための拠点（多機能の集合体）づ
くりに向け、担うべき機能と産・学・官・金融による共同運営の
あり方等を検討する。

未来の青森県づくりに向けた部局横断的な調査研究、課題解
決に向けた戦略の絞り込み、効果的・効率的な重点事業の立
案・実施を通じた職員の人財育成を図る。

子育て中の親を地域が支える体制を整備し、男女がともに育
児に携わり、安心して子育てできる社会をつくるため、子育て
世代が抱えている不安の原因や親の問題行動の実態を把握
し、地域で取り組む支援モデルを提案する。

目　　　　　　　　　　　　的

「学習成果を社会に生かしたい」という県民のニーズに応える
ため、情報提供や具体的な活動とのコーディネートを行うな
ど、県民の社会参加活動を総合的に支援する仕組みを整備
する。

若年層に対する県情報の受発信機能の拡充・強化を図るた
め、若年層向けの携帯サイトの開設・運営、ＰＲ活動などを行
う。
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（２）しごと創造！青森県（雇用の創出・拡大）

〈あおもり型産業強化事業〉 79,750千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

あおもり型産業誘致活動
強化事業

13,989千円 商工労働部

知的財産活用促進事業 18,693千円 商工労働部

あおもりウェルネスランド構
想ステップアップ事業

10,231千円 商工労働部

情報産業ワーク・ライフ・バ
ランス向上事業

3,291千円 商工労働部

あおもり光技術結集事業 8,097千円 商工労働部

伴走型創業チャレン
ジャーサポート事業

2,624千円 商工労働部

津軽塗・つがる漆商品化
事業

2,887千円 商工労働部

エコ飼料・肥料ビジネス支
援事業

8,346千円 商工労働部

新素材人工関節製造技術
開発事業

5,140千円 商工労働部

青森ものづくり人財確保支
援モデル事業

6,452千円 商工労働部

〈海外ビジネス拡大事業〉 18,202千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

対中国アジアビジネス重
点支援事業

7,696千円 商工労働部

   本県が抱える最大の課題である人口減少対策のためには、創業・起業、企業誘致、異業種参入、知的
財産の創造・保護・活用などによる雇用の場の確保、そして良質な仕事の場の創出・拡大が不可欠です。
　 そのため、比較優位資源の積極的な活用、ユビキタスネット社会に向けた先駆的取組の発展、縄文の
「文化と空間の輝き」の精神の発現といった視点にも留意しながら、創意工夫を凝らし、全力を挙げて雇用
の場の創出・拡大に取り組みます。

本県出身で県外の大学工学部に在籍している学生を対象に、
製造業を主とした県内の誘致企業への就職フェアを行う。

農林水産分野の知的財産の掘り起こしや農商工連携による知的
財産を活用した新事業創出のため、大学や試験研究機関及び
金融機関、企業と連携し、知的財産支援センターを開設する。

光技術を活用した新製品の開発や新産業の創出、新たな企業
誘致を促進していくための取組を進める。

人工関節製造産業の創出による地域医療体制の強化と医療機
器開発コミュニティーの形成を目的として、人工関節製造のため
のデータ処理・加工技術、応用技術の研究開発等を行う。

商工関係機関が連携して、潜在的な創業希望者の掘り起こし・
創業支援拠点への誘導等、創業希望者に対する重点的支援を
行い、本県における創業促進・雇用創出を図る。

津軽塗業界全体の活性化を図るため、現在開発中の研ぎ出しを
行わない｢つがる漆｣の商品化のための調査及び津軽塗の製品
情報伝達方法の研究を行う。

食品加工残さや下水汚泥焼却灰等を活用したエコ飼料・肥料ビ
ジネスを育成するため、関係者によるネットワークの形成やシー
ズ・ニーズ調査、イメージアップのためのＰＲ活動等を進める。

「あおもりウェルネスランド構想」の実現を図るため、医療・健康福
祉関連産業の創出・育成に向けた、情報や研修機会の提供、製
品等の開発支援等を行う。

あおもり型産業の誘致活動を強化するため、アドバイザー、調査
専門機関の企業情報等を活用し、ターゲットとすべき成長産業
や業界動向を見極めながら、戦略的に企業訪問活動及び現地
視察会等を展開する。

県内で育った情報産業人材を県内企業へ定着させるため、ワー
ク・ライフ・バランス向上に向けて、学生の目線から県内企業が取
り組むべき課題や対策等を調査、公表する。

県内企業の中国大連・遼寧でのビジネス展開を支援するととも
に、大連・遼寧以外の中国大都市や成長著しいアジア地域での
ビジネス展開を支援することにより、県内企業の取引拡大・新規
市場開拓を促進する。

目　　　　　　　　　　　　的

877,582千円

目　　　　　　　　　　　　的
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対ロシアビジネス重点支援
事業

4,920千円 商工労働部

対中国あおもり情報発信
準備事業

3,592千円 商工労働部

海外ビジネス可能性発掘
事業

1,994千円 商工労働部

〈農商工連携強化事業〉 67,296千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

農商工連携促進事業 46,933千円 商工労働部

農商工連携創出事業 1,975千円 農林水産部

建設業大規模農業参入支
援事業

8,588千円 県土整備部

農商工連携型中小企業組
合組織化事業

5,800千円 商工労働部

農商工連携による農林漁
業若手女性支援事業

4,000千円 農林水産部

〈攻めの農林水産業ステップアップ事業〉 153,796千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

安全・安心で日本一健康
な土づくり農業推進事業

62,733千円 農林水産部

青森県産品販売拡大ス
テップアップ事業

15,800千円 農林水産部

青森の販売力結集事業 17,290千円 農林水産部

買ってもらえる商品づくり
支援事業

13,100千円 農林水産部

集落営農組織を核とした
地域営農システム確立事
業

5,675千円 農林水産部

集落営農組織自らが地域農業の実態把握を行い、法人化・企業
化に向けたモデルシミュレーションの実施・検討等をするととも
に、今後集落営農が中心となって地域の活性化につなげるため
の推進方針を策定する。

農林水産業と商工業の連携による有望な事業モデルを発掘し、
連携可能性を探るための調査と、事業者間のマッチングと啓発
研修を行う異業種連携ワークショップを開催する。

日本一健康な土づくりを推進するための支援を行うとともに、生
産サイドの安全・安心対策の取組を強化するため、研修会等を
開催する。

消費者ニーズに対応した訴求力の高い商品づくり向け、企業の
商品開発から試験販売までの実践活動に対して、モニタリング
調査等の支援を行う。

目　　　　　　　　　　　　的

目　　　　　　　　　　　　的

ブランディングを共同で進める宣言を行っている大手量販店との
コラボレーションや、食材卸・外食企業等とのタイアップにより、そ
の販売力を活かした県産品の販売拡大を推進する。

中小企業者と農林漁業者が連携し、新商品の開発等を促進する
ため、下記の取組を進める。
①農商工連携のモデルとなる事業化の可能性調査や研究会の
開催
②薬用植物類を活用したビジネスの育成
③サメ、りんご、ヤマノイモを活用した新技術・新商品開発のため
の研究開発

新たな海外ビジネス展開のテーマ発掘と海外ビジネスに取り組も
うとする県内企業の裾野の拡大を目指して、企業ニーズ調査、情
報収集及び海外ビジネスに関する講習会を実施する。

県内企業の極東ロシアでのビジネス展開を支援するとともに、新
たにモスクワを中心とするヨーロッパロシア市場でのビジネスに取
り組もうとする企業の支援を行うことにより、取引拡大、新規市場
開拓を促進する。
中国に向けて本県の特徴ある商品や観光情報を常時発信する
ことによって、本県の認知度を向上させるとともに、現実的な販売
や誘客に向けた環境整備を検討する。

物産振興団体、系統団体などによる大都市圏や県内における統
一キャンペーン（モデル事業）の企画・実施を通じて、民間活力
による青森の販売力結集体制を構築する。

建設業の新分野進出として、大規模な農地を活用した農業経営
への参入を支援する。

将来を担う若手女性起業家の早期育成を図るため、農商工連携
による若手女性の育成体制の整備、早期起業に向けたコンサル
ティングの実施、及び起業化インターンシップの開催を行う。

農商工連携による新たな商品・サービスの開発、販売のため、中
小企業者及び農業者が行う事業協同組合や企業組合の設立に
向けた取組を支援し、創業促進・雇用創出を図る。
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あおもりグリーン・ツーリズ
ム魅力発信・向上・発掘事
業

11,591千円 農林水産部

「攻めの農林水産業」情報
発信事業

4,524千円 農林水産部

青森の正直が見えるアン
テナショップ機能強化事業

12,283千円 農林水産部

ふるさとやさい元気プロ
ジェクト支援事業

5,000千円 農林水産部

りんごスイーツ王国あおも
りプロジェクト事業

5,800千円 農林水産部

〈農林水産業生産力強化事業〉 318,975千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

あおもりの水田フル活用推
進事業

144,154千円 農林水産部

にんにく産地力強化推進
事業

71,457千円 農林水産部

目指せ「特Aクラス米」生産
プロジェクト事業

4,872千円 農林水産部

青森型農地力アップ事業 12,400千円 農林水産部

元気あおもりおさかなレベ
ルアップ事業

16,341千円 農林水産部

屑ながいも飼料化・給与技
術確立事業

8,820千円 農林水産部

省エネ型いか釣り漁法開
発・実用化推進事業

28,934千円 農林水産部

地産地消型エネルギー活
用「冬の農業」再生事業

9,688千円 農林水産部

生産コスト縮減緊急対策
事業

3,031千円 農林水産部

あかいか漁場探査シミュ
レーションモデル開発事
業

9,267千円 農林水産部

木質ペレット普及拡大推
進事業

10,011千円 農林水産部

地域エネルギーの利用による冬の農業推進のため、剪定枝や廃
油の回収・利用に向けたモデル実証を行う。

木質バイオマスの地産地消を推進するため、ペレットボイラーの
普及導入に対する支援を行う。

衛星データや様々な大気・海洋の変動要因を使い、あかいか漁
場形成予測を行うことが可能なシミュレーションモデルの開発を
行う。

目　　　　　　　　　　　　的

りんごスイーツを一般家庭に普及するため、県内パティシエを講
師とした教室、新作スイーツ開発のための試食会及び若手パ
ティシエ育成のためのりんごスイーツコンテストの開催等を行う。

小型いか釣り漁における最新型LEDを使用した省エネの集魚
灯・水中灯の実用化研究を行う。

高品質のにんにくを安定的に生産供給するため、優良種苗の供
給体制の整備や病害虫の防除体系の確立を図るほか、高品質
で低コストな乾燥貯蔵技術を確立させる。

低コスト技術の早期普及のため、技術マニュアル・経営指標を作
成するとともに、技術実演会やフォーラムの開催を行う。

現在、産廃処理されている大量の屑ながいもを飼料化するた
め、牛に対する乾燥ながいもの給与試験や、乾燥装置の開発を
行う。

畑地や水田での高品質・高収益な作物の生産技術を確立する
ため、地表や地下の水分をコントロールする技術を用いた栽培
実験を行う。

野菜等の生産拡大を図るため、故郷の味として地元で人気の
「ふるさとやさい」に着目し、ふるさとやさいを活用した地域活性
化を目指すプロジェクトに取り組む活動への支援を行う。

水田を有効に活用できる飼料用稲、米粉用稲、大豆への転作を
進めるため、生産者に対する知識の普及や実践活動の支援を
行うほか、低コストな農地整備工法の実証試験を行う。

特Ａクラス米の産地づくりに向けた営農集団の取組を支援すると
ともに、県全体の食味・品質のレベルアップを図るため、指導者
向けの資質向上研修等を行う。

主要魚種以外の有望魚種（ホヤ、しじみ、アユ）の生産技術開発
及び栽培漁業の餌（ワムシ）の安定培養技術開発等を行う。

海外等新たな顧客獲得に向けた誘客活動と協議会・研修会等
の開催による受入態勢の強化に取り組むとともに、アジアからの
修学旅行生の誘致等の働きかけを行う。

大都市圏販売拠点として、本来のアンテナショップが有すべき、
物産・観光の情報発信や消費者ニーズの受信と生産現場への
フィードバック機能を強化する。

「青森県の農林水産業」に対する理解及び評価を高め、「攻めの
農林水産業」を”信頼あるブランド”として浸透させるため、県内
外の消費者に向けて取組や成果などの情報を効果的かつ継続
的に発信する。
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〈農林水産業温暖化対策事業〉 47,018千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

地球温暖化に対応した農
作物の安定生産技術開発
事業

19,264千円 農林水産部

温暖化に打ち勝つこんぶ
藻場づくり事業

8,275千円 農林水産部

県産間伐材海上輸送促進
モデル事業

19,479千円 農林水産部

〈環境公共創生事業〉 20,757千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

環境公共ステップアップ事
業

13,257千円 農林水産部

山・川・海をつなぐ「水循
環」協働活動展開事業

7,500千円 農林水産部

〈先端技術集積拠点形成事業〉 13,231千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

原子力人財育成・研究開
発推進事業

4,440千円
エネルギー総合

対策局

むつ小川原新規プロジェ
クト導入事業

8,791千円
エネルギー総合

対策局

〈再生可能エネルギー利活用推進事業〉 55,275千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

ＥＶ・ｐＨＶタウン構想推進
事業 16,223千円

エネルギー総合
対策局

風力発電関連産業参入サ
ポート事業

10,287千円
エネルギー総合

対策局

住宅用地中熱利用システ
ム普及促進事業

15,547千円
エネルギー総合

対策局

グリーンエネルギー活用
推進事業

9,864千円
エネルギー総合

対策局

太陽エネルギー普及促進
事業

3,354千円
エネルギー総合

対策局

目　　　　　　　　　　　　的

県内住宅への県内企業による住宅用地中熱利用システム導入
事例を形成し、メリット等をＰＲすることにより、県民や関連業界の
間での認知度向上やノウハウ蓄積を促進し、システムの自立的
な拡大・普及につなげる。

排出量取引の試行などで我が国でも高まりつつあるグリーンエネ
ルギー（再生可能エネルギー）導入需要を受け、本県に立地して
いる再生可能エネルギー発電施設等を活用した産業立地モデ
ルを構築する。

間伐材の有効利用と有利販売のため、船舶を利用した安定供給
体制確立に向けたモデル事業を実施する。

運輸部門におけるCO2の削減に向け、電気自動車、プラグイン
ハイブリッド車を他地域に先がけて導入するため、青森県EV・ｐ
HV導入普及マスタープラン（仮称）を策定し、普及拡大に向けた
取組を進める。

民生部門の温暖化対策を推進するため、家庭や事業所への太
陽エネルギー利用の普及拡大に向けた取組を進める。

目　　　　　　　　　　　　的

目　　　　　　　　　　　　的

風力発電施設の国内有数の集積地である本県の特性を踏まえ、
メンテナンスをはじめとした風力発電関連産業への県内企業の
参入をサポートする。

環境公共の推進力となる地域のリーダーの育成や、優良取組地
域を紹介するマップの作成、情報発信・共有の場としての「環境
公共」学会の設立支援を行う。

きれいな水資源の確保につなげるため、住民等による自主的な
水資源の確保活動への支援と、これらの活動に対する感謝状の
贈呈や活動報告などを行うフォーラムを開催する。

海水温が上昇しても育つこんぶの藻場をつくるため、高温耐性
のあるこんぶの育種や藻場造成の手法を開発する。

原子力分野で大きなポテンシャルを有する本県六ヶ所村を中心
とした地域で、原子力に係る人財育成と研究開発を進め、国際
研究拠点の形成を図るための取組を推進する。

目　　　　　　　　　　　　的

農作物の安定生産のため、地球温暖化に対応した品種の育成
と栽培技術・病害虫防除体系の開発を行う。

むつ小川原開発地区に、再生可能エネルギーに関する実証試
験サイトやアジアをターゲットとした国際原子力人財育成機関を
誘致するための立地可能性調査等を行う。
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〈交流資源活用事業〉 103,282千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

あおもりＪＯＭＯＮステップ
アップ事業

30,797千円 教育庁

縄文遺跡群周辺景観保全
事業

6,347千円 県土整備部

縄文遺跡群国営歴史公園
化推進事業

5,800千円 県土整備部

港湾流通再編成戦略構築
事業

6,639千円 県土整備部

建設業・商社グループ連
携事業

16,372千円 県土整備部

地域密着型商店街再活性
化事業

9,328千円 商工労働部

あおもり型地域経営ﾓﾃﾞﾙ
構築事業

4,108千円 企画政策部

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ活用地域活性
化ﾓﾃﾞﾙ事業

6,917千円 企画政策部

老若男女交流人口増進大
作戦事業

10,950千円 企画政策部

ﾕﾋﾞｷﾀｽ場所情報ﾓﾃﾞﾙｼｽ
ﾃﾑ展開事業

6,024千円 企画政策部

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録推薦書の作
成、国内外での更なる認知度向上・学術的価値の浸透のため、
北海道・北東北縄文巡回展等を実施する。

目　　　　　　　　　　　　的

ブロードバンド等の情報通信技術の利活用による地域活性化策
等を市町村から公募し、優れた提案についてモデル化事業を実
施し県内に普及展開を図る。

平成20年度に構築したモデルシステムと国土交通省事業との連
携システムを構築、県内他地域への水平展開を図り、質と利便
性の高いサービスを提供する。

中山間地域等を対象に、既存の小規模集落を超えた広い範囲
での新たな自治組織を構築し、コミュニティ機能の維持・強化、
生業づくりによる地域の活性化を図る。

三内丸山遺跡等の縄文遺跡群を国営歴史公園として整備する
よう国に働きかけるための構想の検討や情報発信を行う。

地域型・近隣型商店街における、現在のニーズに対応したモデ
ル商店街の形成、次代を担う人材育成の支援を通して、商店街
活性化に向けた取組意欲を醸成し、商店街の再活性化を図る。

縄文遺跡群の世界遺産登録に不可欠な遺跡群周辺の景観を保
全するため、対象となる市町が景観行政団体への移行及び景観
条例・景観計画の策定ができるよう支援する。

首都圏等の大都市圏の幅広い世代との交流を深めるとともに、
本県への定住等を促進するモデル構築を図る。

伊藤忠商事東北支社等と連携し、県内建設産業が新分野にお
いて事業の拡大や再構築する際のサポートや新規案件の開発
を行う。

トラック輸送から鉄道・海上輸送への転換を促進し、八戸港を環
境に配慮した効率的な流通集約拠点とするための戦略を構築す
る。
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（３）とことん安心！青森県（あおもり型セーフティネット）

〈あおもりの安全・安心総合対策事業〉 156,189千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

新型インフルエンザ総合
対策事業

22,072千円 健康福祉部

ドクターヘリ運航体制基盤
整備事業

3,121千円 健康福祉部

医療人育成・確保対策事
業

28,861千円 健康福祉部

親子ヘルスアップ大作戦
事業

8,621千円 健康福祉部

我がまちセーフティアップ
事業

6,321千円 警察本部

自転車マナーアップ事業 11,936千円 警察本部

青森型安全・安心地域力
アップ推進事業

7,158千円 環境生活部

周産期医療体制強化特別
対策事業

25,234千円 健康福祉部

あおもり子育て支援力レベ
ルアップ事業

4,580千円 健康福祉部

地域連携情報共有促進事
業

7,106千円 健康福祉部

220,049千円

   「県民が安んじて暮らしていける地域社会づくり」は、県としての最大の責務であり、保健・医療・福祉
包括ケアをはじめ、医師確保やがん対策、社会保障、雇用対策、交通安全、防犯・防災など多岐にわ
たる対策が求められます。
　 そのため、地球温暖化防止が県民の暮らしと密接不可分であるという視点にも留意しながら、あおも
り型セーフティネットの充実に全力を挙げて取り組みます。

多様なニーズを有する子育て家庭を地域社会全体で支援す
るため、ファミリー・サポート・センターの設置促進、子育て支
援関係者のネットワーク構築や、子育て支援地域づくり研修の
実施に取り組む。

県民、企業、医療機関等の関係機関、行政機関が一体となっ
て、新型インフルエンザ対策を集中的に推進するため、生活
基盤の確保を含む危機管理体制の整備、医療提供体制の整
備とまん延防止、新型インフルエンザに係る理解促進に取り
組む。

「地域の安全・安心は地域で守る」仕組みづくりのため、地域
活動リーダーのスキルアップ研修や、防犯・交通安全・消費生
活について関係団体が連携・協働して取り組むモデル活動等
を実施する。

医師の本県環流を促進する取組み、米国クリーブランドクリ
ニックと連携した県内臨床研修病院の教育力向上、医師を目
指す中・高校生の職業観の育成、働く女性医師等のための勤
務環境整備と情報提供の充実に取り組む。

県内医療機関の協力による青森県型のドクターヘリ運航体制
を構築するため、運航スタッフの育成・確保と協力関係の構築
等に取り組む。

目　　　　　　　　　　　　的

保育所・幼稚園・医療機関・市町村等が連携して歩育（運動）・
食育（栄養）に取り組む体制づくりとして、歩育事例４０選コン
テストや親子向け地産地消カロ リーカット料理アイディア集の
作成等を行うとともに、妊産婦への喫煙防止指導のための人
材育成等に取り組む。

将来的な周産期医療従事医師の確保や女性周産期医療勤
務医のリタイヤ防止のため、弘前大学医学部の協力を得て、
弘前大学医学生を周産期医療分野へ誘導する研修の実施等
を行う。

保健・医療・福祉関係者による市町村枠を超えた広域的な
ネットワークを形成するため、緊急入院に係る情報共有体制の
構築、圏域レベルの職種間の意見交換会、関係者の育成研
修等に取り組む。

自転車利用者の交通ルールの遵守とマナー向上を図るため、
旧８市をモデル地区に指定し、正しい自転車交通ルールの指
導徹底を図る等、自転車安全教育の充実・強化を図る。

地域住民対象の「鍵かけ、あいさつ運動」の推進と、モデル地
域での防犯診断の実施等により、住宅侵入犯罪の防止を図
る。
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自殺対策のための地域力
支援事業

7,803千円 健康福祉部

生涯現役社会づくり推進
事業

5,911千円 健康福祉部

万引き抑止総合対策事業 9,801千円 警察本部

地域交通ﾈｯﾄﾜｰｸ構築事
業

7,664千円 企画政策部

〈雇用安定対策推進事業〉 22,530千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

非正規労働者ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ
支援事業

6,880千円 商工労働部

障害者雇用推進ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
事業

7,400千円 商工労働部

企業から企業への再就職
支援事業

8,250千円 商工労働部

〈環境対策事業〉 41,330千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

あおもり低炭素社会推進
事業

15,952千円 環境生活部

「青森宣言」を未来につな
ぐ環境・エネルギー教育
推進事業

14,221千円 環境生活部

ごみ減量・リサイクル強化
対策事業

7,608千円 環境生活部

次代につなぐ県境再生啓
発事業

3,549千円 環境生活部

自殺対策に係わるボランティア、民間団体の育成を図るととも
に、内科医等一般診療科医師や看護師等を対象に研修会を
実施し、うつ病対策の一層の強化に取り組む。

バス交通をはじめとする地域の生活の足を将来にわたって確
保していくため、幹線路線と域内路線を効果的に連携させるこ
とにより利便性の向上や効率化を図り、持続可能な地域交通
ネットワークを構築する。

高齢社会の進展に伴う生産活動・地域活動の低下、社会保障
費等の社会的負担の増大等に対応するため、「団塊・ポスト団
塊世代」が生涯にわたり元気で生きがいを持って生活できる
社会の基盤づくりを進める。

企業内離職予定者に対して、再就職に向けたスキルアップの
ためのセミナーや研修会を開催する。

目　　　　　　　　　　　　的

ごみ減量化やリサイクルを推進する「もったいない・あおもり県
民運動」を展開するとともに、リサイクル率低迷の要因となって
いる紙ごみ対策関連事業等を実施する。

県境不法投棄事案に係る県の取り組みについて理解促進を
図り、環境保全に対する意識向上を図るため、地域住民や処
理施設近隣の小中学校を対象に出前講座や現場見学等を実
施する。

地球温暖化防止対策を抜本的に強化するため、「あおもり低
炭素社会づくり戦略」の策定、事業者のエネルギー消費削減
対策の推進、電気自動車の先導的導入・運用等を行う。

万引きに関する県民の規範意識向上を図るため、全年齢層を
対象とした集中的な啓発活動を推進するとともに、万引き被害
対象店舗に対する万引きできない環境づくり対策を推進す
る。

Ｇ８エネルギー大臣会合における「青森宣言」の精神を踏まえ
た省エネルギー型社会を実現するため、ＮＰＯ等地域の人財
を活用した環境出前講座を実施するとともに、地域における環
境教育の担い手となる人財を発掘育成し、継続的な環境教育
システムの構築を図る。

目　　　　　　　　　　　　的

 障害者の短期就業体験の支援や、障害者の職業能力・適性
の雇用主への理解促進を図るＤＶＤ作成等により、障害者の
雇用促進を図る。

非正規労働者の正社員化に向け、全国初となる国の「ジョブ・
カード制度」を積極的に活用した職業訓練モデル事業の実施
や、事業主等を対象としたシンポジウムの開催等に取り組む。
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（４）新幹線でぐぐっと！青森県（東北新幹線全線開業対策）

〈東北新幹線全線開業効果拡大事業〉 281,081千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

大型観光キャンペーン推
進事業（プレキャンペーン
推進事業）

237,000千円 商工労働部

冬のあおもりツーリズム推
進事業

31,352千円 商工労働部

観光コンテンツステップ
アップ滞在型観光推進事
業

12,729千円 商工労働部

〈太宰治生誕１００年記念事業〉 60,205千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

太宰治生誕１００年記念公
演「津軽」開催事業

34,000千円 環境生活部

太宰治展開催事業 21,686千円 商工労働部

太宰治生誕100年特別展
開催事業

4,519千円 教育庁

〈国際航空路線強化交流拡大事業〉 47,349千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

国際観光誘客促進事業 35,001千円 商工労働部

青森・ｿｳﾙ線交流人口拡
大事業

12,348千円 企画政策部

太宰治生誕100年にあたり、県立美術館において「太宰治の
津軽」、「太宰治と美術」をテーマにした記念展を開催する。

太宰治の生誕１００年に当たり、太宰の文学と人間像を、津島
修治が太宰治になるまでの過程を追いながら掘り下げる特別
展や文学講座を開催する。

目　　　　　　　　　　　　的

   平成２２年１２月に予定されている東北新幹線全線開業は、本県の経済・社会に大きなインパクト
を与える、エポックメーキングな出来事です。
　 そのため、開業効果を細大漏らさず発現させ、活用し、県勢の発展に直結させるための全線開業
対策に全力を挙げて取り組みます。

目　　　　　　　　　　　　的

冬季における周遊型・滞在型観光の促進をより一層図るた
め、冬季観光イベントへの助成及びＪＲやＪＡＬとタイアップした
広告宣伝・ＰＲを行う。

青森・ソウル線の利用促進に向け、韓国の新たな魅力発見の
ための交流訪問団を派遣するとともに、青森空港国際化促進
協議会が行う修学旅行・研修旅行などの団体旅行の強化に
向けた取組を支援する。

500,605千円

海外からの誘客促進を図るため、韓国、台湾、香港をターゲッ
トに、各国旅行エージェントとの連携等により誘客宣伝活動を
強化するほか、外国語版ＨＰ等の整備により、外国人旅行客
が旅行しやすい環境づくりを行う。

平成22年の東北新幹線全線開業に向け、青森ツーリズムの
情報発信、誘客の起爆剤とするため、太宰治の小説「津軽」を
題材にした演劇を開催し、全国にアピールする。

県内の観光コンテンツを２泊３日の行程で結ぶモデルコースを
設定し、旅行エージェント等による検証等を経て、滞在型旅行
商品の造成、全国に向けたＰＲを行う。

目　　　　　　　　　　　　的

県内観光地と首都圏をＩＴで結んだ情報交流拠点を期間限定
で設置するほか、首都圏における民間事業者と連携したキャ
ンペーンやマスコミ各社へのプロモーションを行う等、首都圏
に向けた東北新幹線全線開業の「プレキャンペーン」を実施
する。
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〈交流ネットワーク拡大事業〉 111,970千円

事　　業　　名 要　求　額 担当部局

青い森鉄道ﾏｲﾚｰﾙ推進
事業

13,485千円 企画政策部

航空ﾈｯﾄﾜｰｸ戦略的拡大
事業

17,175千円 企画政策部

新幹線二次交通等整備促
進事業

6,356千円 企画政策部

三八地域交流人口拡大調
査ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ事業

2,040千円 企画政策部

「結集　青森力」推進事業 5,464千円 商工労働部

アレコホールコンサート
東アジアステイタス戦略事
業

17,117千円 商工労働部

陸・海・空　立体観光推進
事業

6,311千円 商工労働部

観光産業競争力強化事業 9,022千円 商工労働部

韓国情報発信力強化事業
（H21庁内ﾍﾞﾝﾁｬｰ事業）

35,000千円 企画政策部

プロで活躍する多彩なジャンルの演奏家によるコンサートを実
施し、県民にレベルの高い演奏に触れる機会を提供するととも
に、県立美術館の認知度及びステイタスの向上を図る。

韓国人の視点から本県の観光資源等を再評価・検証し、韓国
人のニーズにあった新たな旅行商品の造成や韓国人の視点
によるＷＥＢサイトの構築を図る。また、県内での韓国旅行需
要の掘り起こしを図るため、ＮＰＯと協働で県民に韓国の魅力
をＰＲする。

青い森鉄道の利用促進を図るため、沿線地域団体が実施す
る利活用の取組を支援するとともに、有識者の助言を得なが
ら、地域が主体となった鉄道利用促進策の検討等を行う。

羽田空港発着枠の拡大時において青森・東京線の増便を図
るため、羽田空港乗継需要やビジネス需要の拡大を図るととも
に、立体交通（片道航空機・片道新幹線）の実現に向けた調
査、検討を行う。また青森空港振興会議及び三沢空港振興会
が行う利用促進に資する取組を支援する。
東北新幹線全線開業効果の全県への波及、最大化を図るた
め、新幹線駅と県内各地を結ぶ二次交通のあり方を検討する
とともに、その整備を促進する。

「三八地域交流人口拡大資源活用検討調査事業」から得られ
た調査結果を踏まえ、三八地域における交流人口の拡大及
び地域活性化に向けた方策等に関する具体的な調査・検証
を行う。

本県観光の底上げを図り、さらなる誘客促進を図るため、新幹
線や航空路線、フェリー等、陸・海・空の交通手段をフルに活
用した総合的な立体観光の推進に取り組む。

本県観光産業の競争力強化を図るため、観光事業者の観光
商品企画を支援するとともに、観光ビジネスの創業支援を行
う。

「青森県新幹線開業対策推進本部」の取組に係る経費の一部
を負担するとともに、開業に向けた県民意識の更なる高揚を
図るためのニュースレターを発行する。

目　　　　　　　　　　　　的
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（５）地域県民局事業

○東青地域県民局

事　　業　　名 要　求　額 関係部局

東青の地域資源活用地域
力強化事業

10,100千円
農林水産部
商工労働部

東青の地域アイデンティ
ティ強化事業

3,500千円 企画政策部

○中南地域県民局

事　　業　　名 要　求　額 関係部局

「津軽の心と技」デザイン
創生・伝承事業

3,924千円 商工労働部

「りんごで感じる青森」総合
ＰＲ事業

6,325千円 農林水産部

津軽癒しの温泉パワー
アップ事業

3,504千円 商工労働部

地域循環型りんご剪定枝
有効活用事業

6,601千円 農林水産部

○三八地域県民局

事　　業　　名 要　求　額 関係部局

三八地域ものづくり産業振
興加速化事業

9,545千円 商工労働部

三八地域資源活用促進事
業

6,424千円 農林水産部

青森県南の体験型観光強
化事業

3,600千円 商工労働部

三八地域魅力アップ産直
活性化事業

2,732千円 農林水産部

南部あかまつブランド化推
進事業

3,000千円 農林水産部

温泉プロデューサーの育成による浅虫温泉等の活性化、ペッ
トボトル入り茶系飲料の開発支援や東青産そばのブランド化
等、東青地域の観光資源や農林水産資源を活用した取組を
展開する。

新しい時代に向けた東青地域のアイデンティティを強化し地
域づくりへの住民参加を促すため、住民参加による地域の「歴
史を見つめ直し」「将来の夢を語り」「将来の戦略を練る」ため
の取組を行う。

産直施設の再活性化を図るため、管内産直施設の情報交換
会や、モデル産直施設への研修支援、マイスター制度を導入
した人づくりの推進、合同フェアの開催を行う。

南部あかまつブランド化戦略会議を設置し、売れる製品づくり
や販売戦略に関するアクションプランを策定するほか、効率的
な乾燥技術等の開発研究等を行う。

中南地域の二つの温泉地域をモデル地域として、温泉地とし
ての魅力をブラッシュアップしながら、津軽温泉マスター(仮
称）を育成し、津軽地方の温泉資源の活用方策を検討する。

りんご剪定枝の有効活用を図るため、生産者や農業生産法人
等による有効活用組織の育成など、利用に向けた仕組みづく
りを行う。

目　　　　　　　　　　　　的

エレクトロニクス・メカトロニクス産業に知見があり、産学官金に
ネットワークを有する人材をコーディネーターとして、八戸イン
テリジェントプラザに配置し、三八地域の企業等による意見交
換会、企業訪問によるニーズ開拓等を行う。

農商工連携・地域資源活用セミナー、地域資源を掘り起こす
ための情報交換会、実践活動を支援するための資源活用フェ
ア、地域住民のアイディアコンテストの開催等を行う。

146,686千円

　 人口減少の進行や市町村合併の進展など、本県を取り巻く環境が大きく変化する中で地方分権
時代の本格的な到来を見据えると、県内のそれぞれの地域が、それぞれの持つ様々な資源、人財、
ネットワークなどの地域力を結集し、自立した地域づくりを進める必要があります。
　 そのため、それぞれの地域が持つ特長、個性を生かし、どのように「生業(なりわい)」をつくってい
くのか、それぞれの地域が持つ資源の資産価値をいかにして最大化していくのか、という視点から、
地域における「生業（なりわい）」づくりの具現化に向けた取組を推進します。

目　　　　　　　　　　　　的

三八地域の観光関係者等からなる「体験型観光強化委員会」
により、体験型観光を担う人材の発掘・育成を図るほか、育成
した人材を「青森県南部の匠」（仮称）として認定する等、情報
発信を行う。

目　　　　　　　　　　　　的

津軽の伝統工芸品等にデザイン面での新たな魅力や付加価
値をつけた商品開発支援や、 学生を中心とした集中インター
ンシップ、展示会などを開催し、津軽の伝統工芸品（津軽クラ
フト） の伝承等を図る。

全国一のりんご産業を観光面でも活用すべく、津軽地域のり
んごに関する情報の集約・発信を行い、国内・海外観光客の
誘致やりんご産業同士のネットワーク化によって、 りんご産業
全体の活性化を図る。
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日本一八戸のイカ高付加
価値化推進事業

2,000千円 農林水産部

三八地域和牛育種・生産
増強事業

4,311千円 農林水産部

○西北地域県民局

事　　業　　名 要　求　額 関係部局

奥津軽の米ビジネス創出
プロジェクト事業

6,735千円 農林水産部

西北地域「６次産業」参画
事業者育成事業

3,157千円 県土整備部

「太宰ミュージアム（仮
称）」開館プロモーション事
業
（未来デザイン県民会議）

18,135千円 商工労働部

奥津軽観光力強化事業 5,038千円 商工労働部

元気な農山漁村新生業づ
くり推進事業

3,600千円 農林水産部

奥津軽窯業産地づくり推
進事業

3,250千円 商工労働部

奥津軽ため池木橋ネット
ワーク事業

7,000千円 農林水産部

○上北地域県民局

事　　業　　名 要　求　額 関係部局

上北乗馬の里形成事業 5,766千円 商工労働部

エネルギッシュ食の上北
結集事業

4,428千円 農林水産部

上北型肉用牛新規参入モ
デル事業

2,897千円 農林水産部

未利用水田の有効活用モ
デル事業

1,904千円 農林水産部

八戸イカのブランドを確立するため、推進協議会を設置し、イ
メージキャラクターやイカの日を設定するほか、出荷時におけ
る新容器への転換促進を図るための試験を行う。

東北新幹線全線開業に向け、インターネットによる情報発信
力の強化、観光関連産業従事者の知識・ガイド能力の強化、
温泉を活用した新たな湯治スタイルの提案などに取り組み、西
北地域の観光力の強化を図る。

西北地域の農山漁村ならではの生業の種を掘り起こし、それ
を育てていくためのビジネスモデルを地域住民と協働で作成
し、地域において実証を行い、新たな生業づくりと起業の促進
を図る。

地域産米の米粉や新形質米を原料とした米加工品の開発・普
及など、新たな米ビジネスの創出に向けた取組を促進し、米
関連産業の拠点形成を目指す。

西北地域を拠点とする陶芸家の育成を支援し、輩出された陶
芸家が地域で創作活動を行うことにより、奥津軽を将来の焼
物産地に育てるための第一歩とするとともに、人財誘致や交
流人口の拡大による活性化を図る。

津軽鉄道金木駅から斜陽館周辺に至るまで、太宰治をテーマ
に町を楽しめ、津軽三味線、演劇、文芸などが体験できる地
域の態勢を｢太宰ミュージアム(仮称)｣というブランドとして立ち
上げ、国内外にプロモーションを展開する。

西北地域において食品加工等2次産業部分を担う事業者を育
成するため、地域の建設業者等の食品加工分野への進出を
支援する。

目　　　　　　　　　　　　的

倉石牛や三戸田子牛の高級ブランド牛の生産拡大を進める
ため、増頭に向けた計画策定や研修会の開催、和牛育種組
合の設立支援、飼料の地産地消を進める取組を行う。

にんにく、ながいも、シジミ、うなぎ、十和田湖和牛など、上北
地域の“エネルギッシュ”な農畜産物・水産物について、農商
工連携による二次加工品開発を進める。

耕種農家の肉用牛飼育への新規参入を促すため、公共牧場
のモデル施設整備へ助成するとともに、獣医学部の学生と地
域の畜産農家等との交流を行う。

土地改良区を主体とした協議会を設置し、米粉用稲、菱（湿
田地域）、デントコーン、にんにく（乾田地域）等の作付けによ
る未利用水田対策について検討するとともに、モデル事業を
実施する。

西北地域に点在する農業用ため池に架かる木橋を、観光資
源として活用していくため、ネットワーク組織の設置など環境
整備を行うとともに、観光資源としての機能強化を図る。

目　　　　　　　　　　　　的

上北地域ならではの乗馬プログラムの開発や「乗馬ツーリズ
ム」による誘客促進を図るための乗馬ビジネスプランを策定す
るとともに、乗馬文化づくり促進のための小中学生への乗馬出
前講座等を開催する。
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○下北地域県民局

事　　業　　名 要　求　額 関係部局

下北半島観光コンテンツ
開発事業

1,700千円 商工労働部

下北学を活用した観光人
材育成事業

2,305千円 商工労働部

下北半島イメージ発進事
業

1,651千円 企画政策部

下北元気なサケづくりレベ
ルアップ事業

10,301千円 農林水産部

「一球入魂かぼちゃ」ブラ
ンド力強化事業

3,253千円 農林水産部

減少している下北のさけ資源を拡大造成するため、小型の種
苗の海水馴致飼育技術の開発を行うとともに、さけ海中飼育
を新たに2ヵ所で実施することで放流尾数の増大を図る。

１株１果どり栽培による高品質な「一球入魂かぼちゃ」のブラン
ド確立に向け、生産体制の強化と加工品開発を促進させる取
組等を行う。

目　　　　　　　　　　　　的

冬季観光資源の少ない下北地域で資源の見直し、発掘を行
い、それらを組み合わせた観光コースを旅行エージェントに提
案し、新幹線開業に合わせた商品作りを促進する。

「下北学」の推進体制づくりや体験型観光を推進していくため
のリーダーの育成、首都圏大学生のゼミ等の誘致活動を展開
する。

首都圏（世田谷区下北沢）で開催されるイベントへの参加や
下北産食材を取り扱う飲食店と地元業者とのマッチングを行
い、下北地域の情報発信とイメージ形成を図る。
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戦略キーワード 事　　　　業　　　　群 件数 要求額

あおもりの未来づくり 18 163,408

あおもりの未来をつくる人財育成 8 99,116

あおもりの今をつくる人財育成事業 3 20,916

人財育成のための仕組みづくり事業 7 43,376

雇用の創出・拡大 62 877,582

あおもり型産業強化事業 10 79,750

海外ビジネス拡大事業 4 18,202

農商工連携強化事業 5 67,296

攻めの農林水産業ステップアップ事業 10 153,796

農林水産業生産力強化事業 11 318,975

農林水産業温暖化対策事業 3 47,018

環境公共創生事業 2 20,757

先端技術集積拠点形成事業 2 13,231

再生可能エネルギー利活用推進事業 5 55,275

交流資源活用事業 10 103,282

セーフティネット 21 220,049

あおもりの安全・安心総合対策事業 14 156,189

雇用安定対策推進事業 3 22,530

環境対策事業 4 41,330

新幹線開業対策 17 500,605

東北新幹線全線開業効果拡大事業 3 281,081

太宰治生誕１００年記念事業 3 60,205

国際航空路線強化交流拡大事業 2 47,349

交流ネットワーク拡大事業 9 111,970

地域づくり 29 146,686

東青地域県民局 2 13,600

中南地域県民局 4 20,354

三八地域県民局 7 31,612

西北地域県民局 7 46,915

上北地域県民局 4 14,995

下北地域県民局 5 19,210

合　　　　　計 147 1,908,330
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