
付表１

平成18年度当初予算計上の主なもの

(単位 千円)

(総務部､ 警察本部)

自動車保有関係手続きのワンス

トップサービス導入費

47,755 自動車保有関係手続きに係る検査､ 登録､ 保管場所証明､

納税等の各種行政手続きを電子的に一括で行うことができる

サービスを導入するのに要する経費

(総務部)

公用自動車任意保険加入事業費 4,055 公用車の交通事故処理に係る内部管理業務の省力化及び高

額賠償リスクの回避を図るための自動車任意保険加入に要す

る経費

青森県自治研修所研修業務委託

費

48,962 青森県自治研修所の研修実施業務について､ 全体的な運営

コストの削減及び民間ノウハウの活用による研修内容の充実

を図るための研修実施業務委託に要する経費

インハウスエスコ事業費 2,500 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に要する経

費

弘前合同庁舎耐震補強工事費 90,352 弘前合同庁舎の耐震補強工事を行うのに要する経費

私立学校助成費 5,712,294 � 私立学校経常費補助 5,223,482

� 私立幼稚園特殊教育費補助 29,008

� 私立高等学校授業料軽減補助 120,557

� 特色教育支援経費補助 148,436

� 私立高等学校施設高度化推進事業費補助 8,873

� 私立幼稚園運営研究活動費補助 800

� その他 1,624

日本海溝・千島海溝周辺海溝型

地震防災対策推進計画作成事業

費

450 日本海溝･千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の

推進に関する特別措置法に基づき､ 津波からの防護及び円滑

な避難の確保に関する事項等について定めた推進計画を作成

するのに要する経費

国民保護対策費 2,185 武力攻撃事態対処法及び国民保護法に基づく市町村国民保

護計画の作成指導及び訓練､ 研修会の開催等を行うのに要す

る経費

市町村発･元気なあおもりづく

り支援事業費

200,975 市町村の自主的､ 自立的な地域経営の確立を促進するため､

市町村が自発的に創意工夫して実施する事業の支援に要する

経費
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市町村合併支援特別交付金 1,691,600 市町村合併を推進するため､ 合併に伴い必要となる臨時的

な事業の実施を支援するのに要する経費

市町村合併協議会運営費補助 2,000 合併新法下における市町村合併協議を円滑に推進するため､

法定合併協議会の運営に要する経費に対する補助

中核病院経営健全化対策費補助 131,000 ｢青森県自治体病院機能再編成指針｣ において中核的な病

院として位置付けられた病院が､ 国の第5次病院事業経営健

全化措置に基づいて､ 不良債務を計画的に解消するのに要す

る経費に対する補助

ファシリティマネジメント推進

事業費

9,372 県有施設の総合的･戦略的な経営管理活動を行うファシリ

ティマネジメントの推進に要する経費

総務事務センター (仮称) 設置

準備費

101,800

債務負担行為

設定額

95,258

県の内部管理業務の効率化・省力化を図るため､ 総務事務

センター (仮称) の設置準備に要する経費

(選挙管理委員会)

県議会議員選挙費 183,122 平成19年４月29日に任期満了となる県議会議員の選挙に要

する経費

(企画政策部､ 商工労働部､ 県

土整備部)

攻めのエアポートセールス戦略

プログラム事業費

8,400 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

トセールスに要する経費

(企画政策部､ 県土整備部)

ゆきナビあおもりプロジェクト

推進事業費

35,738 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及び総合交通情報システム

の構築に向けた検討に要する経費

(企画政策部)

元気青森人創造戦略推進費 10,000 創造性､ チャレンジ精神､ 合理性､ 起業力等に富んだ ｢元

気青森人｣ を育成するための ｢人づくり戦略 (元気青森人創

造戦略)｣ の策定及び次世代を担う人材育成に向けた学校教

育との連携方策の検討等に要する経費

地域から創る元気青森推進事業

費

3,000 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､

県､ 市町村及び地域住民で構成する地域活性化協議会の運営

に要する経費
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生活創造推進プランフォローアッ

プ事業費

6,937 県民と県の計画である生活創造推進プランを効果的に推進

していくため､ プランの進行状況や推進上の課題点などを県

民視点に立って把握､ 評価するのに要する経費

団塊世代対策推進事業費 9,500 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に要する経費

地域政策トップフォーラム開催

費補助

2,200 多くの県民の参画による地域に密着した独自性のある政策

を展開していくため､ 県民が今後の青森県が志向するべき道

や地域づくりのための方策などについて考える機会を提供す

るのに要する経費に対する補助

パートナーシップによる地域づ

くり推進パイロット事業費

2,212 県民と県との適切な役割分担の下に地域づくりを推進して

いくため､ 双方からの提案に基づいた協働事業の実現を図る

システムを試行的に構築し､ その効果及び今後のあり方を検

討するのに要する経費

地域づくり活動評価支援モデル

事業費

2,559 県民主体による地域づくり活動を効果的に展開していくた

め､ 県民による地域の暮らしやすさの評価と協働の取組みに

向けたモデル事例の作成に要する経費

鉄道軌道近代化設備整備費補助 20,000 地域住民の日常生活に欠くことのできない鉄道事業の近代

化設備の整備に要する経費に対する補助

｢日本に青森あり｣ 青森空港ア

ジア戦略プロジェクト事業費

2,709 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等に

要する経費

新幹線効果活用推進プログラム

事業費

6,750 新幹線効果を最大限に高めるための全県的な取組体制の充

実と取組みの推進に要する経費

新幹線観光推進事業費 4,366 新幹線効果を最大限に県下全域の観光振興に活かすための

新幹線観光対策商品及び新幹線観光ルートの構築等に要する

経費

湾内航路維持対策費補助 47,502 津軽・下北両半島の交流や周遊観光の要であるフェリー航

路の運航維持に要する経費に対する補助

地方バス路線維持対策費 314,816 地域住民の日常生活に欠くことのできないバス路線の運行

維持に要する経費に対する補助
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生活交通ユニバーサルサービス

構築モデル推進事業費

3,462 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

に向けた合意形成に要する経費

並行在来線青森開業対策事業費 82,954 東北新幹線新青森駅開業と同時にＪＲ東日本から経営分離

される東北線八戸駅から青森駅間の並行在来線青森開業に向

けた調査・検討に要する経費

ユビキタス関連技術力向上事業

費補助

700 県内情報産業のユビキタスに対応した技術力向上のための

研修に要する経費に対する補助

行政手続オンライン化推進整備

事業費

4,538 平成19年度早期の運用を目指して､ 住民等が行う申請・届

出等の行政手続をインターネット上で実施可能とする行政手

続オンライン化の準備に要する経費

並行在来線鉄道施設事業費 (鉄

道施設事業特別会計)

978,584

一般会計から

特別会計への

繰出金

371,796

青い森鉄道 (並行在来線目時・八戸間) の整備､ 保守管理

に要する経費

(環境生活部､ 商工労働部)

十和田八幡平国立公園十和田地

区指定70周年記念事業費

3,500 十和田八幡平国立公園十和田地区の国立公園指定70周年を

記念して､ 各種事業を実施するのに要する経費

(環境生活部)

消費生活対策関連経費 80,524

� 安心生活推進員養成事

業費

5,202 振り込め詐欺等の悪質事件の急増に対応するため､ 防犯モ

デル地区を定め､ 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｣ の養成等に要する経費

� 消費者被害支援事業費 1,039 悪質商法等による消費者被害への対応及び多重債務者の自

力再生の促進を図るため､ 対応方策を検討するとともに､ 対

応マニュアルを作成・配布するのに要する経費

� 消費生活センター費 74,283 総合的な消費者対策の拠点である県消費生活センターの運

営等に要する経費及び消費生活展の開催に対する負担金

夕暮れ時の早め点灯推進事業費 1,664 夕暮れ時の交通事故防止を図るため､ 通行車両の早め点灯

を推進するのに要する経費

あおもりＮＰＯ大学講座開催費 1,041 ＮＰＯ団体の運営基盤の構築など経営体制強化を図るため､

一貫したカリキュラムによる専門的・総合的な講座の開催に

要する経費
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安全・安心まちづくり推進事業

費

9,826 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

契機として､ 犯罪の発生しにくい環境づくりの推進に要する

経費

こどもの豊かな心を育む環境づ

くり推進事業費

6,043 遊びや様々な体験を通して子どもの豊かな心を育む環境づ

くりを推進するための基盤づくり等に要する経費

命を大切にする心を育む県民運

動推進事業費

8,641 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､ 県民一体となり､

命を大切にする心を育む県民運動を推進するのに要する経費

あおもり男女共同参画プラン21

改定・苦情処理体制整備費

2,069 国の男女共同参画基本計画の改定に合わせて､ あおもり男

女共同参画プラン21を改定し､ 県民に周知するとともに､ 青

森県男女共同参画推進条例に基づく苦情処理体制の構築に要

する経費

男女が共に創るあおもり推進事

業費

9,156 男女共同参画社会実現のための気運の醸成､ 地域の自発的

活動の促進に要する経費

ＤＶセーフコミュニティ事業費 1,351 ＤＶが発生しにくい環境づくりを推進するため､ ＤＶを正

しく理解し､ 適切に対応できる人材の育成及びＤＶ予防活動

の実施に要する経費

浄化槽整備費補助 61,000 市町村が行う浄化槽設置整備事業に要する経費に対する補

助

一般廃棄物リサイクル率向上促

進事業費

1,941 一般廃棄物のリサイクル率の向上を図るため､ ｢青い森の

リサイクル推進員｣ を活用し､ 市町村に対する現状調査及び

指導等を行うのに要する経費

環境チルドレン・グローアップ

事業費

4,600 次代を担う子どもたちの環境問題やリサイクルの推進に対

する意識の啓発・向上を目的とした紙芝居による出前教室や

演劇コンテストの開催に要する経費

協働型不法投棄対策推進事業費

補助

8,400 県と産業界､ 関係団体等が協働して実施する廃棄物の不法

投棄防止対策に要する経費に対する補助

県外産業廃棄物等適正処理推進

事業費

21,642 青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条

例に基づき､ 県外から搬入される産業廃棄物の適正な処理を

推進し､ 生活環境の保全を図るため､ 搬入事前協議､ 監視・

指導等を実施するのに要する経費

リサイクル産業育成支援事業費 4,200 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､ 事業者が行うリサイクル製品の品質

向上及び販路調査に対する支援に要する経費

65

事 業 名 事 業 費 説 明



環境産業活性化促進実行委員会

負担金

3,000 青森県リサイクル製品認定制度による認定製品の販路拡大

を図るため､ 認定製品等の展示､ ＰＲ､ 商談会の開催等に要

する経費に対する負担金

環境マイスター養成講座開設事

業費

2,043 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

な環境保全活動の推進を図る専門的人材としての ｢環境マイ

スター｣ を養成するのに要する経費

環境活動パートナーシップ推進

事業費

720 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するのに要する経費

体験型環境学習推進事業費 2,549 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､ 環境保全に関する

体験学習を中心とした研修会を実施するのに要する経費

アスベスト飛散防止対策事業費 380 大気汚染防止法施行令等の改正に伴い､ 特定粉じん排出等

作業に対する監視の強化及び大気モニタリング調査の実施に

要する経費

｢碧い湖｣ 十和田湖創造事業費 1,011 十和田湖の水環境の保全を図るため､ 秋田県と連携して水

質汚濁の原因を究明するのに要する経費

原子力施設環境放射線等監視事

業費

241,500 原子燃料サイクル施設及び東通原子力発電所周辺地域の住

民の安全の確保及び環境の保全を図るために行う環境放射線

等の監視に要する経費

第３回世界自然遺産会議参加事

業費

2,217 平成18年10月に中国四川省九寨溝で開催される第３回世界

自然遺産会議への参加に要する経費

希少野生生物生息地マッピング

事業費

2,403 県内の希少野生生物の保護・保全を図るため､ 詳細な生息

状況を把握するための地図情報システムの開発等に要する経

費

下北半島ニホンザル保護共生対

策事業費

3,960 天然記念物に指定されている下北半島のニホンザルによる

農作物被害等に対処し､ 共生を図るため､ 保護管理対策等の

検討を行うのに要する経費

ツキノワグマ保護管理対策事業

費

1,180 県内に生息するツキノワグマの適正な保護管理を図るため､

生息状況調査を実施するのに要する経費

ラムサール湿地 ｢仏沼｣ フォー

ラム開催費

4,200 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

を記念して､ 条約の県民理解と仏沼の自然の啓発を図るため

のフォーラムの開催に要する経費
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県境不法投棄対策事業費 2,546,903 本県田子町及び岩手県二戸市の県境における産業廃棄物不

法投棄現場の環境再生対策､ 汚染拡散防止対策及び排出事業

者の責任追及等に要する経費

(環境生活部､ 農林水産部､ 県

土整備部)

県境不法投棄現場周辺対策事業

費

23,743

債務負担行為

設定額

3,000,000

� 県境再生総合啓発プロ

グラム事業費

743 (環境生活部)

小・中学生に対する県境不法投棄事案の出前教室の開催等

や町民の不法投棄現場の見学会の開催による環境教育の場を

提供するのに要する経費

� 風評被害対策給付金

(債務負担行為)

債務負担行為

設定額

3,000,000

(環境生活部)

県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業の実施に伴う

風評により経済損失を受けた場合に､ 県が当該被害の範囲内

で損失を補てんするための給付金

� 県境再生地域産品販売

支援事業費補助

1,000 (農林水産部)

田子町の農林畜産物の販売促進活動に要する経費に対する

補助

� セーフティタウン道路

事業費

22,000 (県土整備部)

撤去廃棄物の搬出路となる県道道前浄法寺線における交通

安全対策施設の整備等に要する経費

(健康福祉部､ 教育委員会)

健康あおもり21推進事業費

12,391 県民の健康寿命の延伸を図るための県民健康づくり運動

｢健康あおもり21｣ の推進を図り､ 県民が健康づくりに主体

的に取り組む機会を提供するのに要する経費

(健康福祉部)

保健・医療・福祉包括ケアシス

テム関係事業費

18,572 県民が生涯にわたり地域において安心して生活できるよう､

保健・医療・福祉包括ケアシステムを構築するのに要する経

費

青森県社会福祉基本計画策定費 1,569 地域福祉活動の計画的な推進に資するため､ 地域福祉振興

の指針となる ｢青森県社会福祉基本計画｣ の策定に要する経

費

子どもの外傷予防総合推進事業

費

3,091 セーフティ・プロモーションの手法に基づき総合的な子ど

もの外傷予防を推進するのに要する経費

67

事 業 名 事 業 費 説 明



海外慰霊巡拝参加費補助 385 国及び�日本遺族会が行う海外慰霊巡拝事業への参列に要

する経費に対する補助

医師確保対策関連経費 423,926

債務負担行為

設定額

27,000

� 自治医科大学運営費特

別分担金

127,000 本県出身医師を養成し､ へき地医療を確保するための自治

医科大学の運営に要する経費に対する分担金

� 医師確保ネットワーク

化推進事業費

5,268 地域医療の衰退にもつながりかねない県内の医師不足の状

況に対処し､ 医師の充足を図るため､ 積極的な医師確保活動

を行うのに要する経費

� あおもり地域医療・医

師支援機構設置運営事業

費

11,639 本県勤務を希望する医師を登録し､ 自治体病院において地

域医療を担いつつ､ キャリアアップにも配慮した配置を行う

機構を設置､ 運営するのに要する経費

� 医師臨床研修医確保対

策推進事業費補助

3,715 県内の医師臨床研修指定病院等が合同で協議､ 説明会等を

行い､ 臨床研修医の確保を図るのに要する経費に対する補助

� 医師確保特別対策事業

費補助

40,384 県国民健康保険団体連合会が行う医師確保対策に要する経

費に対する補助

� 医師修学資金貸付金 72,126

債務負担行為

設定額

27,000

県内の医師の充足を図るため､ 県内出身の大学の医学生で､

将来､ 県内の病院・診療所等に勤務しようとする者に対し修

学資金を貸与するのに要する経費

� 医育機能充実事業費 115,600 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を整備するのに要する経費

	 医師後期臨床研修事業

費負担金

41,977 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するのに要

する経費に対する負担金


 産科医集約下での出産

環境整備特別対策事業費

6,217 産科医不足により自治体病院の産科の休診が相次ぐ状況に

対応し､ 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に要する経費

救急医療対策費 151,006 救命救急センター運営費補助 43,961

救急医療情報システム整備運営事業費 107,045
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救急医療体制充実強化事業費 4,612 地域の専門医の不足等､ 本県救急医療の抱える課題の検討､

災害時の医療救護マニュアルの作成及び除細動器の活用を普

及啓発するのに要する経費

小児救急医療対策費 11,304 町村部を中心とした小児科医不足に加え､ 保護者の大病院

指向による小児科勤務医への過重負担などの小児救急医療の

抱える問題に対処するための諸対策に要する経費

フライトナース体制整備・推進

事業費

12,566 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に要

する経費

八戸赤十字病院対策費 631,700 老朽化､ 狭隘化が著しい八戸赤十字病院の増改築に対する

支援に要する経費

がん克服総合対策事業費 18,788 がんの予防対策の充実と誰もが標準的ながん医療を受ける

ことができる環境づくりを推進するのに要する経費

マンモグラフィ緊急整備事業費

補助

45,000 乳がん検診を促進し､ 乳がん患者の早期発見､ 死亡率の減

少を図るためのマンモグラフィ装置の整備に要する経費に対

する補助

県立病院改革推進費 6,384 ｢県立病院改革プラン｣ に基づく県立病院の改革を着実に

推進するための具体的な行動計画を策定するのに要する経費

周産期医療機能強化事業費 15,966 乳児死亡､ 周産期死亡等の改善を図るため､ 総合周産期母

子医療センターと各地域の拠点的な周産期医療施設との連携

体制により周産期医療の質的な向上を図るのに要する経費

抗インフルエンザウイルス薬備

蓄事業費

130,585 新型インフルエンザの発生・流行に備え､ 抗インフルエン

ザウイルス薬 (タミフル) を備蓄するのに要する経費

難病相談・支援センター運営費 5,166 難病患者やその家族のもつ療養上､ 生活上の悩み・不安の

解消を図るため､ 電話や面談等による相談､ 患者会などの交

流促進､ 就労支援等を行う難病相談・支援センターの運営に

要する経費

動物愛護関連経費 3,645 人と動物が共生調和できる温かな社会の実現を図るため､

県動物愛護センターにおいて動物愛護事業を実施するのに要

する経費

輸出水産食品衛生対策事業費 14,470 輸出用陸奥湾産ほたてがいに係る衛生対策の実施に要する

経費
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県産農畜産品の安全確保対策事

業費

12,580 農薬等の新たな残留基準の遵守状況を確認し､ 県産農畜産

品及び県内流通食品の安全性を確保するための検査等に要す

る経費

広域水道施設等整備費補助 124,000 補助金交付先 八戸圏域水道企業団 110,000

津軽広域水道企業団 14,000

津軽圏域中央部広域的水道整備

計画改定事業費

1,352 市町村合併による圏域の枠組みの変更及び圏域における水

需給見通しの変更に対応するため､ 現行の広域的水道整備計

画を見直しするのに要する経費

水道危機管理対策推進事業費 3,265 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の策

定等に要する経費

牛海綿状脳症対策事業費 72,897 食肉の安全性を確保するため､ 各食肉衛生検査所において

本県産牛のＢＳＥ検査を行うのに要する経費

県立保健大学公立大学法人化準

備事業費

1,500 平成20年度から県立保健大学を公立大学法人化するのに向

けた準備等に要する経費

認定看護師等研修事業費 11,852 県立保健大学において､ 高度な看護技術と知識を有する看

護師及び組織管理者として優れた能力を持つ看護管理者を育

成する研修を実施するのに要する経費

学生参画型人材育成教育推進事

業費

14,000 県立保健大学において､ 国の現代的教育ニーズ取組支援プ

ログラムを活用し､ 過疎地域の保健・医療・福祉に係る専門

的実践能力等を有する学生の育成を図るための教育プログラ

ムを実施するのに要する経費

介護保険関連経費 15,958,825 介護給付費県負担金 13,886,460

地域支援事業県交付金 248,737

介護保険財政安定化基金積立金 1,098,314

介護保険財政安定化基金貸付金 635,476

低所得者利用者負担対策事業費補助 89,838

認知症対策等総合支援事業費 9,550 認知症高齢者が住み慣れた地域において尊厳をもって暮ら

し続けることができるよう､ 総合的な支援体制を構築するの

に要する経費

老人福祉施設整備事業費 432,093

� 特別養護老人ホーム整

備費補助

370,858 補助金交付先 社会福祉法人

整 備 数 創設１か所､ 改築１か所
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� ショートステイ専用居

室整備費補助

61,235 補助金交付先 社会福祉法人

整 備 数 創設１か所､ 改築１か所

国民健康保険基盤安定対策関連

経費

13,367,887 国民健康保険保険基盤安定事業費負担金 5,305,788

国民健康保険高額医療費共同事業費負担金 753,915

国民健康保険財政調整交付金 7,308,184

ＤＶ被害者シェルター活動支援

事業費

1,010 配偶者からの暴力被害者を一時保護する民間シェルター等

の開設の促進に要する経費

放課後児童対策等事業費補助 377,912 保護者が就労等で昼間家庭にいない小学校低学年児童等に

対して､ 放課後の遊びや生活の場を与え､ 児童の健全育成を

図るのに要する経費及び児童館等の運営に要する経費に対す

る補助

子育て支援事業費 7,057 地域に密着した子育て支援策の効果的な推進を図るため､

子育てメイトを中心とした体制づくり等に要する経費

仕事と家庭の両立のための職場

環境づくり推進事業費

4,615 出生率の向上に向けて安心して子どもを生み育てられるよ

う､ 育児と仕事を両立させるための職場環境づくりを推進す

るのに要する経費

保育料軽減事業費補助 190,739 出生率の向上及び親が安心して子どもを生み育てる環境づ

くりに資するため､ 第３子以降の子どもに係る保育料を軽減

するのに要する経費に対する補助

児童手当負担金 2,602,362 制度拡充内容 支給対象年齢の拡大 (小学校６年生まで引

き上げ) 及び所得制限の緩和

児童福祉施設入所児童等処遇強

化関係費

14,258 児童入所施設等措置費県単独加算分 8,106

児童福祉施設入所児童等自立能力強化事業費補助 6,152

児童相談所子ども虐待防止対策

関連経費

15,485 児童相談所法律相談実施事業費 378

被虐待児施設訪問指導費 1,383

児童相談所一時保護所機能充実事業費 3,362

児童相談所虐待対応強化研修事業費 6,070

児童相談所カウンセリング強化事業費 1,201

子ども虐待対応マニュアル作成事業費 3,091

子ども虐待家族再統合促進事業

費

3,853 虐待により心身に傷を受けた子どもの健全育成を図るため､

虐待を受けた子どもの家族が家族としての機能を再生できる

ように､ 家族再統合プログラムを開発するのに要する経費
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母子家庭自立支援給付金事業費 2,043 母子家庭自立支援教育訓練給付費補助 1,000

母子家庭常用雇用転換奨励費補助 900

県事務費 143

思春期サポート推進事業費 2,598 性行動の活発化や低年齢化に対応し､ 10代の若者に対して

性に関する正しい知識の普及を図るため､ 同世代で価値観を

共有する思春期ピアカウンセラーを養成するのに要する経費

特定不妊治療費助成事業費 19,015 少子化対策の一環として､ 不妊に悩む夫婦への経済的負担

を軽減するため､ 不妊治療に要する費用の一部を助成するの

に要する経費

児童センター整備費補助 37,004 補助金交付先 市町村

整 備 数 創設１か所

児童館整備費補助 21,922 補助金交付先 市町村

整 備 数 改築１か所

障害者ＩＴサポートセンター運

営事業費

3,533 視覚障害､ 上肢障害等を有する障害者に係る情報活用能力

の向上に要する経費

障害者自立支援給付費関連経費 2,248,845 現行の支援費制度に替わり､ 障害者自立支援法に基づき平

成18年度から施行される障害者自立支援給付費制度の実施に

要する経費に対する負担金

自閉症・発達障害支援事業費 30,721 自閉症児者及びその家族に対する支援を総合的に行う自閉

症・発達障害支援センターの運営及び関係機関職員の人材育

成等に要する経費

心のヘルスアップ事業費 13,405 本県における自殺予防を推進するため､ 専門家会議の開催

や市町村等と連携した自殺予防対策を実施するのに要する経

費

社会的ひきこもり社会参加推進

事業費

2,273 社会的ひきこもり当事者の社会参加に必要な環境づくりを

推進するのに要する経費

精神障害者地域生活支援センター

整備費補助

7,291 補助金交付先 社会福祉法人

整 備 数 創設１か所

精神障害者通所授産施設整備事

業費補助

60,219 補助金交付先 社会福祉法人

整 備 数 創設１か所

精神障害者福祉ホームＢ型整備

費補助

66,208 補助金交付先 医療法人

整 備 数 創設１か所
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県立中央病院費 4,956,991

� 負担金 3,154,411 不採算部門運営費 1,132,061

企業債等償還金 1,610,793

院舎等施設整備費 531

医療備品等整備費 19,899

共済組合長期追加費用 302,657

緊急時医療施設等整備費 38,669

総合周産期母子医療センター事業負担金 (再掲) 7,824

医師後期臨床研修事業費 (再掲) 41,977

� 補助金 2,580 がん診療ネットワーク運営費補助 2,580

� 貸付金 1,800,000 運転資金貸付金 1,800,000

県立つくしが丘病院費 816,088

� 負担金 616,088 不採算部門運営費 470,000

企業債等償還金 79,120

医療備品等整備費 855

共済組合長期追加費用 66,113

� 貸付金 200,000 運転資金貸付金 200,000

県立つくしが丘病院改築設計調

査費 (病院事業会計)

59,907 県立つくしが丘病院の整備のための実施設計に要する経費

(商工労働部)

中小企業団体中央会補助 165,545 中小企業団体中央会が行う指導事業等に要する経費に対す

る補助

経営改善普及事業費補助 1,706,408 商工会議所及び商工会が行う経営改善普及事業等に要する

経費に対する補助

地域中小企業支援センター運営

事業費補助

28,379 商工会議所等に設置されている地域中小企業支援センター

が行う創業・経営革新に係る支援事業に要する経費に対する

補助

商工会連合会指定事業費補助 249,142 商工会連合会が行う商工会指導事業等に要する経費に対す

る補助

｢食｣ の地域循環活性化による

仕事おこしモデル事業費

5,828 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､ 地域内からの食材調達量を高め

るための方策の検討に要する経費
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商工会等合併・組織強化支援事

業費

8,400 市町村合併等による行政の広域化に対処するため､ 合併に

よる組織基盤の強化等に意欲的に取り組む商工会等を支援す

るのに要する経費

｢あおもり型産業１００社｣ 育

成戦略調査検討事業費

1,400 あおもり型産業の事業化に向けた取組みを支援するため､

産学官金により担い手となる企業の具体的な育成戦略につい

て調査検討するのに要する経費

あおもり産業情報円滑化促進事

業費

2,740 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のに要する経費

元気青森産業人育成事業費 10,780 産学官金が一体となって地域産業を支える人材を育成する

ため､ 本県のものづくり産業を支える県内中小企業の若手技

術者を対象とした実証講座の開催及び小・中学生に対する体

験型の起業家教育研修をモデル的に実施するのに要する経費

制度金融実施費 32,514,000 中小企業者の事業活動の促進及び経営の安定を図るため､

各種制度金融を実施するための貸付金

雇用サポート金融対策事業費補

助

14,521

債務負担行為

設定額

11,809

新規の雇用創出を伴う創業支援資金に係る県信用保証協会

の保証料を軽減するのに要する経費に対する補助

県信用保証協会経営基盤強化事

業費

83,696 中小企業の金融円滑化のため､ 公的信用補完を行っている

県信用保証協会の経営基盤の強化に要する経費

青森県中小企業指導経営革新支

援事業費補助

9,000 中小企業等の創意ある発展を図るため､ 青森県指導経営革

新計画の承認を受けた中小企業等が経営革新事業を実施する

のに要する経費に対する補助

中小企業新連携支援事業費補助 16,000 新たな事業分野の開拓を図るため､ 事業の分野を異にする

２以上の中小企業者が連携し､ その経営資源を有機的に組み

合わせて行う新たな事業活動に要する経費に対する補助

まちなか丸ごと元気事業費補助 4,500 商店街の空き店舗を解消し､ 商店街の活性化を図ることを

目的に､ 商店街振興組合等が行う空き店舗活用事業､ 商店街

活性化事業及び人材育成等に要する経費に対する補助

アントレプレナーツーリズム推

進事業費

4,600 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の実施に要する経費
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プレインキュベーション推進事

業費

9,200 起業を促進するため､ 創業を目指す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

設入居者の創業支援に要する経費

地域発新事業創出プロジェクト

(パドック) 推進事業費

20,700 地域産業の活性化と雇用の創出を図るため､ 特定テーマを

設定し､ 本県独自の資源や本県の特性に着目したアイディア

を県内外から募集し､ マーケティング力や商品開発力等に秀

でた大企業と本県企業との連携による事業化を支援するのに

要する経費

人財活用青森型コミュニティビ

ジネス・サポート事業費

16,600 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要する

経費

ピカピカあきんど育成事業費 5,040 次代を担う商業者等の育成を図るため､ 高校生・大学生な

ど若年者が作成した商業プランを地元商業者と一体となって

実践するのに要する経費

クリスタルバレイ関連経費 55,938

� ＦＰＤ関連企業誘致事

業費

5,815 むつ小川原工業開発地区における液晶関連産業の集積を図

るため､ ＦＰＤ関連企業への重点的訪問等の企業立地活動に

要する経費

� クリスタルバレイ構想

実現化推進事業費

1,381 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､ 推進シンポジウムの開催に要する経費

� 地域結集型共同研究推

進事業費

12,842 科学技術振興事業団に採択された地域結集型共同研究事業

テーマである ｢大画面フラットパネルディスプレイの創出｣

に係る共同研究の推進に要する経費

� 次世代ＦＰＤ実用化技

術開発事業費

30,800 地域結集型共同研究推進事業の成果を活用した医療分野に

おける特定用途ディスプレイの事業化を図るため､ 専用バッ

クライトの実用化､ 評価技術及び駆動回路技術並びに医療用

の画像表示ソフトウエアの開発に要する経費

� 若年者高度人材育成事

業費 (クリスタルバレイ

向け人材育成分)

5,100 八戸工科学院において､ 液晶及び半導体関連の技能を有す

る人材育成を行うための機器整備及び外部講師による教育訓

練を実施するのに要する経費

重点的産業誘致視察会実施事業

費

8,020 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､ 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の実施に要

する経費
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企業誘致情報高度化事業費 2,000 情報力の強化により更なる本県への企業誘致の推進を図る

ため､ 県内企業が有する工場立地情報を基に県と県内企業が

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

た場合に当該県内企業に対して協力金を交付するのに要する

経費

サポーティング・インダストリー

集積形成モデル事業費

5,091 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に､ サポート企

業となりうる県内企業の育成・支援方策の検討､ 誘致企業と

の取引推進に向けた指導助言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に要する経費

企業立地促進資金貸付金 268,300 企業立地を促進するため､ 誘致企業に対する長期低利の資

金の融資制度を実施するための貸付金

工場整備促進資金貸付金 328,893 地域経済の活性化及び県内における雇用の場の創出を図る

ため､ 県内企業が行う工場の新増設等に要する長期低利の資

金の融資制度を実施するための貸付金

青森県発電用施設等所在市町村

等企業導入促進資金貸付金

512 電源地域における企業立地を促進するため､ 企業が行う工

場の新増設等に要する長期低利の資金の融資制度を実施する

ための貸付金

むつ小川原工業基地企業立地促

進費補助 (債務負担行為)

債務負担行為

設定額

500,000

むつ小川原工業開発地区における企業立地の促進を図るた

め､ 同地区に立地する誘致企業に対する補助

テレマーケティング関連産業立

地促進特別事業費

51,891

債務負担行為

設定額

300,000

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

青森中核工業団地工場等立地促

進費補助

500

債務負担行為

設定額

30,000

青森中核工業団地における企業立地の促進を図るため､ 同

団地に立地する誘致企業に対する補助

青森中核工業団地対策費 1,335,363 独立行政法人中小企業基盤整備機構及び県が共同で整備し

た青森中核工業団地の分譲価格の引下げ等に対処するため､

県の業務を代行する県土地開発公社に対し借入金増嵩を抑制

する措置等を講ずるために要する経費
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青森県産業立地促進費補助 155,923

債務負担行為

設定額

2,000,000

県内への企業誘致の促進を図るため､ 工業開発プロジェク

ト地域等に立地する誘致企業等に対する補助

環境・エネルギー産業振興関連

経費

64,489

� 環境・エネルギー産業

振興事業費

33,400 環境・エネルギー分野での新たな地域産業の創造と雇用の

創出を図るため､ 環境・エネルギー産業創造特区やあおもり

エコタウンプランの推進及び地域で未利用となっている様々

なエネルギーポテンシャルを活用した技術開発の支援に要す

る経費

� あおもり水素エネルギー

創造戦略推進事業費

10,481 水素・燃料電池関連産業の集積を目指した先駆的プロジェ

クト導入調査及び利活用推進会議の開催等に要する経費

� 地域密着型先進的リサ

イクル支援事業費

20,608 本県公設試験研究機関・大学等が開発した技術や特区の規

制緩和を活用するなど､ 地域密着型のリサイクル事業の具体

化支援に要する経費

エネルギー産業振興戦略策定事

業費

9,400 本県のエネルギー関連産業の振興とエネルギー資源の有効

活用による地域産業の活性化を推進するため､ 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)｣ の策定に要する経費

元気企業ビジネスマッチング推

進事業費

9,860 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

の新規市場開拓を支援するため､ 商社等で豊富な営業経験が

ある首都圏在住者をビジネスナビゲーターに委嘱し､ その人

的ネットワークを活用した新規市場開拓の枠組みづくりや企

業誘致等につなげるための新たなチャンネルの構築に要する

経費

津軽塗新商品開発 ｢リバースＴ

ＳＵＧＡＲＵ｣ 推進事業費

2,091 伝統的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対する支援に要する経費

漆の全国会議開催費補助 500 第49回日本漆器協同組合連合会全国大会の開催に要する経

費に対する補助

あおもり型農工ベストミックス

新産業創出支援事業費

9,556 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造の形成を支援するた

め､ ノウハウ取得を目的とした講座の開設及び津軽地域にお

ける農工の協働､ 融合等により創出される新産業の立地・集

積を図るための具体的なビジネスモデルの策定に要する経費
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医療・健康福祉関連ビジネスサ

ロン支援事業費

1,780 医療・健康福祉関連産業の創出育成を図るため､ 企業・利

用者・福祉関係者等がテーマごとに双方向の意見交換を定期

的に行うサロンの開設及びホームページによる情報発信等を

行うのに要する経費

医療・健康福祉等研究開発支援

事業費

12,062 医療・健康福祉産業等新産業の創出育成を図るため､ 県内

の大学・公設試験研究機関との連携により中小企業等が行う

研究開発等の支援に要する経費

健康ビジネス創出支援事業費 3,339 医療・健康福祉関連産業の創出育成を図るため､ 県内の温

泉資源や食材等の地域資源を効果的に組み合わせた新たな健

康増進サービスのビジネスづくりに対する支援に要する経費

医療・健康福祉産業事業化サポー

ト事業費

2,049 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､ モ

ニタリング調査の実施に要する経費

医療・健康福祉関連事業化支援

事業費

3,561 医療・健康福祉関連産業の創出育成を図るため､ 県内に存

在する研究シーズを県内において事業化､ 商品化することを

目的に､ 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等の支援に要する経費

ナノテクノロジービジネス推進

事業費補助

1,500 幅広い分野に応用できる新基盤技術であるナノテクノロジー

を推進するため､ ビジネス化の可能性が高い研究開発テーマ

を選定し､ その事業化可能性調査に要する経費に対する補助

産学官連携共同研究開発重点化

事業費

12,000 新産業の創出を図るため､ 部局を横断した県の試験研究機

関､ 県内の大学及び企業による産学官連携共同研究開発に要

する経費

モバイルコンテンツ産業育成推

進事業費

9,430 本県新産業の振興及び雇用の拡大を図るため､ 今後の飛躍

的な成長が見込まれるモバイルコンテンツ関連産業の育成・

誘導に要する経費

北東北三県公設試共同研究事業

費

6,350 北東北三県公設試験研究機関が連携して行うほたて貝殻と

タンパク質を複合化した揮発性有機化合物吸着素材等の開発

に要する経費

環境浄化システム開発事業費 12,000 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に要する経費

ダイレクトバイオガス型燃料電

池開発事業費

18,960 中国大連理工大学等との共同研究により､ 本県に豊富に存

在す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に要する経費
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新木工製品共同研究開発事業費 6,000 企業との共同研究により､ 県内木工企業の優れた加工技術

を生かし､ 商品企画から生産・販売に至るマーケット・イン

重視による新商品の開発に要する経費

ほたてがいウロ商品化技術開発

事業費

10,900 有害金属のカドミウムを含むため産業廃棄物として焼却処

分されているほたてがい中腸腺を食品添加物や肥料等として

有効活用を図るための技術開発に要する経費

新接合技術開発事業費 17,700 環境規制物質である鉛含有のはんだで行われている電子部

品等の接合課題の解決を図るため､ 生産性が高く､ 環境に優

しい接合技術の開発に要する経費

電源立地地域対策費補助 5,417,033 電源地域の振興に資するため､ 発電用施設等の周辺市町村

が行う公共施設の整備等に要する経費に対する補助

原子力発電施設等周辺地域企業

立地支援事業費補助

352,860 原子力発電施設等立地地域に新たに立地又は増設を行った

企業の電気料金に対する補助

青森県発電用施設等所在市町村

等振興基金造成費

241,231 電源立地地域対策交付金の効率的な活用を図るために創設

した青森県発電用施設等所在市町村等振興基金の積立てに要

する経費

新むつ小川原開発基本計画策定

費

14,911 新むつ小川原開発基本計画の策定に向けた環境アセスメン

ト等の実施に要する経費

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費

11,300 むつ小川原ボーダレスエネルギーフロンティア構想に基づ

く先導プロジェクト掘り起こしのための調査検討等に要する

経費

原子力関連試験研究機関等立地

対策事業費

3,677,000 六ケ所村に原子力関連試験研究機関の集積を図るため､ そ

の一環として設立された�環境科学技術研究所の立地支援に

要する経費

核融合エネルギー推進事業費 18,064 ＩＴＥＲ (国際熱核融合実験炉) 計画に係る幅広いアプロー

チのプロジェクトとして､ むつ小川原地域へ計画されている

｢国際核融合エネルギー研究センター｣ 等の円滑な立地推進

等に要する経費

若年者雇用対策関連経費 81,829

� 新規学校卒業者県内就

職促進事業費

6,627 新規高校卒業者の早期県内就職の促進を図るための取組み

に要する経費

� 県出身学生就職促進事

業費

2,326 県内就職を希望する県出身学生の就職促進を図るための取

組みに要する経費
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� ジョブカフェあおもり

運営事業費

42,964 若年者の雇用拡大・維持を図るため､ 若年者に対するキャ

リアコンサルティング､ 能力開発､ 職場体験機会等の就業支

援サービスを総合的に提供するワンストップサービスセンター

の運営に要する経費

� 若年者いきいきしごと

推進事業費

5,072 就職後３年未満の若年者の職場定着率の改善を目指し､ 職

場定着や人材育成についての企業等に対する啓発や､ 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

ング等の実施に対する支援に要する経費

� 若年者高度人材育成事

業費 (ＩＴ産業等次世代

産業向け人材育成分)

4,340 青森高等技術専門校において､ 電気通信分野における新知

識､ 技能を有する人材育成を行うための機器整備及び外部講

師による教育訓練を実施するのに要する経費

� 若年者キャリア形成支

援事業費

20,500 若年未就職者の就職の促進と雇用の安定を図るため､ 就職

に必要な知識・技能を習得する教育訓練の受講の支援に要す

る経費

障害者雇用対策関連経費 26,333

� 障害者雇用事業主サポー

ト事業費

1,659 障害者の雇用拡大・維持を図るため､ 事業主の障害者雇用

への意識の向上に向けたシンポジウムの開催等に要する経費

� 障害者就職支援活動推

進事業費

15,029 障害者の雇用・就業を一層促進するため､ 各種障害の特性

に応じた就業支援相談員等を配置し､ 障害者の就労支援を行

う社会福祉法人等の取組みに対する支援に要する経費

� ジョブサポーター育成

事業費

5,329 障害者の雇用拡大と維持・安定に資するため､ 障害者が職

場に適応できるよう障害者とともに職場に出向いて直接的か

つ専門的な支援を行うジョブサポーターの育成やジョブサポー

ター支援制度の周知に要する経費

� チャレンジドＳＯＨＯ

推進事業費

2,043 障害者のＩＴを活用した在宅就業 (ＳＯＨＯ) を支援する

ため､ 障害者に代わって仕事の確保や発注者との調整等を行

う仲介支援団体の取組みに対する支援に要する経費

� 知的障害者庁内短期研

修事業費

2,273 障害者の雇用拡大と維持・安定に資するため､ 知的障害者

の社会参加の機会の提供と雇用に対する理解の浸透を目的に､

県庁において短期間の研修を実施するのに要する経費

中高年齢者雇用対策関連経費 43,147

� 働き盛りセーフティネッ

ト事業費

11,830 団塊の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､ 雇用に関する様々な情報提供・

相談等を行う ｢キャリア情報センター｣ の開設に要する経費
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� 中高年雇用支援事業費 31,317 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

に雇用開拓推進員を設置し､ 求人開拓及び情報提供等を行う

のに要する経費

育児・介護休業者生活安定資金

貸付金

5,383 県内労働者の仕事と家庭の両立を支援するため､ 生活に必

要な低利資金の融資制度を実施するための貸付金

離職者生活安定資金貸付金 28,444 離職者の生活の安定を図るため､ 生活に必要な低利資金の

融資制度を実施するための貸付金

あおもりジョブ・トリガー事業

費

5,665 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の作成及びそれを活用した仕事に関

する意識づけを行う ｢はたらく心育成キャンペーン｣ を実施

するのに要する経費

離職者等再就職訓練事業費 87,673 離職者等の円滑な労働移動の支援､ 雇用の安定確保を図る

ための職業能力習得機会の提供に要する経費

海外産業経済交流推進事業費 10,351 中国大連市との産業経済交流の推進を図るため､ 交流ミッ

ション団の派遣､ 専門セミナーの開催等に要する経費

中小企業グローバル化促進事業

費

12,139 中国大連市においてビジネス展開を図ろうとする県内中小

企業者を支援する大連ビジネスサポートセンターの運営及び

現地企業とのビジネス商談会の開催に要する経費

青森・大連ビジネス資源等調査・

研究事業費

4,260 中国大連市との産業経済交流の推進を図るため､ 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､ ビジネス資源の調査､ 分析及び報告書の作成

等に要する経費

青森・大連ビジネスモデル推進

事業費

4,120 中国大連市での起業・ビジネスを支援するため､ 平成17年

度から実施している ｢青森・大連ビジネス資源等調査・研究

事業｣ の成果であるビジネスモデルを県民及び県内企業へ周

知するためのフォーラムの開催及びビジネスモデル事業化プ

ランの作成支援に要する経費

海外ビジネス戦略展開総合推進

事業費

7,394 国内に比べて情報量の不足や商慣習の違いが大きな障害と

なっている県内中小企業者の海外への事業展開を推進するた

め､ 海外への直接投資等の事業化可能性調査等に対する支援

及びワンストップで相談が受けられる海外ビジネス総合相談

窓口の開設等に要する経費
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(環境生活部､ 商工労働部)

白神ツーリズム推進事業費 5,483 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､ ガイドの養成及び各ガイド団体の協力体制等

の整備に要する経費

(商工労働部､ 農林水産部)

あったか青森・温泉活性化対策

事業費

13,760 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､ 旅行商品の造成､ 情報発信及び特産品の開

発に要する経費

あおもりツーリズム団塊ダッシュ

事業費 (新規)

18,091 県内外出身の団塊世代を本県地域の ｢人財｣ として環流・

流入させるため､ モデル地域における団塊世代のニーズを踏

まえた受入体制の整備等に要する経費

(商工労働部､ 県土整備部)

産業観光推進事業費 4,780 産業観光の誘客促進を図るため､ 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等の活用方法や受入体制

の整備に向けた検討､ 情報発信等に要する経費

(商工労働部)

冬季観光月別重点宣伝事業費 4,649 冬季観光を推進するため､ ＪＲグループ6社とタイアップ

して全国主要駅に本県の冬季観光宣伝ポスターを1か月間集

中的に掲出する ｢ＪＲグループ月別重点宣伝｣ を実施するの

に要する経費

まるごと青森編集発信事業費 27,354 観光・物産・農林水産物等に関する各単体の情報について

編集し直し一元的かつ戦略的に発信するのに要する経費

コンベンション誘致推進事業費 33,046 コンベンションの本県への積極誘致のため､ 開催助成金の

交付及び誘致活動の支援に要する経費

北東北三県観光立県推進協議会

負担金

18,437 北東北三県が共同して実施する観光振興事業に要する経費

に対する負担金

北東北大型観光キャンペーン推

進事業費

16,890 北東北ならではの優れた観光資源を全国にＰＲし､ 誘客促

進を図るため､ ＪＲグループ6社の協力を得て､ ｢北東北大型

観光キャンペーン｣ を実施するのに要する経費

｢景色のあるウェディング｣ 誘

致事業費

950 屋外で挙式可能な観光地における本県オリジナルのウエディ

ングを切り口とした総合的な旅行を提案することにより観光

客等を誘致するのに要する経費
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トラベルサポーター制度整備事

業費補助

3,691 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､ 観光介助者となるト

ラベルサポーターの資格・登録制度の導入及び受入窓口の整

備やサポート組織のネットワーク化に要する経費に対する補

助

韓国修学旅行誘致開拓事業費 6,000 韓国の学校における訪日修学旅行を本県に誘致するため､

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

ションの実施に要する経費

全国高等学校ファッションデザ

イン選手権大会 (ファッション

甲子園) 事業費

20,080 本県のファッション振興を図るため､ 第６回全国高等学校

ファッションデザイン選手権大会を開催するのに要する経費

青森県立美術館開館記念式典費 3,250 県立美術館の開館記念式典に要する経費

青森県立美術館企画展開催費 202,088 県立美術館において企画展を開催するのに要する経費に対

する負担金

青森県立美術館教育普及事業費 7,341 広く県民が､ 優れた美術作品を鑑賞し､ 学び､ 創作し､ 参

加・交流する場を提供するための各種プログラムの推進に要

する経費

美術館ブランド戦略推進事業費 24,870 県立美術館のイメージアップ､ 他の美術館との差別化､ ブ

ランド化を図るための戦略的プロジェクトの推進に要する経

費

ＪＯＭＯＮ文化・観光拠点づく

り推進事業費

32,709 県立美術館と近接する三内丸山遺跡､ 縄文時遊館との一体

的文化・観光拠点化を推進するのに要する経費

青森県立美術館芸術拠点形成事

業費

5,500 県内に映像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の開催等に要する経費

コミュニティ国際交流事業費 2,051 地域に在住する外国人と民間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に協働して行う国際交流事業の

実施等に要する経費

(健康福祉部､ 農林水産部､ 教

育委員会)

いきいきライフ！食育県民運動

推進事業費

12,314 本県の豊富な農林水産物や地域食文化を活用し､ 心身共に

健康で活力に満ちたくらしを実現するための食育県民運動の

推進に要する経費
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� いきいきライフ！食育

県民運動推進事業費

7,883 食育推進体制の整備､ 民間団体が行う食育活動への支援等

に要する経費

� 乳幼児の育ちを支える

食育推進事業費

465 母子保健関係者を対象とした乳幼児期における食育に関す

る研修会の開催に要する経費

� コンビニde食育推進事

業費

2,404 コンビニエンスストア経営者を対象とした食事バランスガ

イドを活用した商品提供に関する研修会の開催等に要する経

費

� 学校における食育推進

事業費

1,562 学校において食育を推進するためのマニュアルの作成に要

する経費

(農林水産部)

｢海・山の恵み｣ 活用新商品開

発事業費

7,673 本県農林水産資源を活用した付加価値の高い製品・加工品

製造技術の開発及び技術移転の推進に要する経費

� 開発技術実用化促進事

業費

440 新商品の実用化に向けた改善を図るため､ 技術開発を担う

公設試験研究機関による加工業者等へのプレゼンテーション

の実施に要する経費

� 大好きお魚食品開発事

業費

2,461 若年層の生活習慣病予防等健康増進に資する水産加工食品

等の開発に要する経費

� 健常高齢者向け食品開

発事業費

4,000 健常高齢者のニーズに対応した水産食品加工技術等の開発

に要する経費

� 乳酸菌利用地域特産食

品開発事業費

772 ブルーベリー等の地域特産果実を原料とした植物由来の乳

酸飲料の開発に要する経費

農林総合研究センター附帯施設

等整備事業費

725,490 新センター内における効率的な試験研究の実施に向けた試

験ほ場､ 附帯施設等の整備に要する経費

総合販売戦略推進事業費 14,180 県産品の総合的なイメージアップを図り､ 販路・販売額を

拡大するための県産品統一プロモーションの実施等に要する

経費

｢売れる商品｣ 販売戦略モデル

事業費

19,908 消費者に選ばれる満足度の高い県産品を開発し､ 県産品全

体のイメージアップを図るのに要する経費

� ｢売れる商品｣ 販売戦

略モデル事業費

8,561 県産品を ｢売れる商品｣ とするため､ 異業種間交流による

取組みを促進するとともに､ 開発された商品に対する評価等

を行うのに要する経費
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� 売れる商品づくり応援

隊推進費

8,120 生産者や加工業者等が商品の高度化を図るために行うマー

ケティングリサーチやデザイン等の専門家の派遣指導等に対

する支援に要する経費

� ｢売れる商品｣ ブラッ

シュアップ事業費

3,227 生産者や加工業者のデザインへの意識啓発と商業デザイン

力の向上を図るため､ 相談会やデザイナー派遣等を実施する

のに要する経費

地域販売等活動促進事業費補助 3,000 農林水産・商工団体等が連携し､ それぞれの長所を活かし

ながら行う県産品の販売活動等に要する経費に対する補助

攻めの農林水産業プロモーショ

ン事業費

7,545 県産品の販路拡大を図るため､ 大手量販店等へのトップセー

ルスや県産品フェア等を開催するのに要する経費

旬感！あおもり魅力発信事業費 4,700 県産品の魅力を広く全国にＰＲするため､ 首都圏において

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｣ の設置等に要する経費

地域特産品ブランド化促進事業

費

6,700 県産品の販路拡大及びイメージの向上を図るため､ 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

討に対する支援に要する経費

まるごと青森産品販売促進事業

費

28,745 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に要する経費

県産農水畜産物消費宣伝事業費 102,381 県産農水畜産物のブランド力向上､ 消費拡大を図るため､

関係団体が行う消費宣伝活動に対する支援に要する経費

米・りんご新品種銘柄確立事業

費

6,743

� ｢あおもり米｣ 実需者

向けプロモーション事業

費

4,000 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の展開等に要する経費

� 青森りんご新品種銘柄

確立事業費

2,743 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の展開等に要す

る経費

青森りんご東アジア市場輸出プ

ロモーション事業費

4,330 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､ 大連市への輸出に向けた検討

等に要する経費
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活き活き水産物流通モデル支援

事業費

4,582 ほたてがい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

システムの開発に要する経費

農林水産物海外販路拡大事業費 8,800 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

可能性調査に要する経費

次代へ広める ｢食の安心｣ 推進

事業費

4,471 県民の食の安全・安心に対する意識の一層の向上を図るた

めの普及啓発と食に係る緊急事態等に対応した体制づくりに

要する経費

あおもり ｢有機の郷づくり｣ ス

テップアップ事業費

2,086 消費者の有機農業等に対する認識を高め､ 販路の拡大を図

るためのフォーラムの開催及び生産現場と消費者との交流ネッ

トワークの構築等に要する経費

あおもり型バイオマス・チャレ

ンジ支援事業費

14,870

� あおもり型バイオマス・

チャレンジ推進事業費

2,870 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・運営等に要する経費

� あおもり型バイオマス・

チャレンジ支援事業費補

助

12,000 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

活用に向けた取組みに要する経費に対する補助

農協合併促進特別支援対策事業

費補助

48,360 多額の不良資産や欠損金を抱えた極度の経営不振農協の合

併により､ 合併後の農協に引き継がれた不良資産等の償却に

対する支援を行う農協系統に対する補助

農協経営基盤強化総合対策資金

貸付金

14,300,000 農協合併を促進するため､ 合併農業協同組合の不良資産等

の償却に要する資金の助成制度を実施するための貸付金

漁協系統信用秩序維持安定対策

事業費

4,522,841 本県漁協系統の信用秩序の維持安定を図るため､ 県信用漁

業協同組合連合会の経営改善の取組みを支援するのに要する

経費

大型クラゲ被害緊急特別対策資

金利子補給費補助

3,737

債務負担行為

設定額

11,044

大型クラゲの大量出現により被害を受けた漁業者の経営の

安定を図るための大型クラゲ被害緊急特別対策資金の貸付け

に係る利子補給に要する経費に対する補助

86

事 業 名 事 業 費 説 明



漁業経営セーフティネット緊急

支援事業費補助

40,316 災害に強い漁業経営体の育成を図るため､ 漁業生産に意欲

のある将来性の高い優良な経営者や新規就業者を支援するの

に要する経費に対する補助

建設産業等からの農業経営参入

推進事業費

12,219 建設産業等の農業経営への参入を促進するため､ 農業経営

参入に当たって必要な支援を行うのに要する経費

アグリチャレンジャー支援事業

費補助

87,199 アグリビジネスを展開するに当たり必要となる施設整備等

に要する経費に対する補助

やすらぎ空間整備事業費補助 2,742 農村コミュニティビジネスを確立し農村の活性化を図るた

めの都市住民等との交流拠点・体験交流空間の整備に要する

経費に対する補助

あおもりふるさと起業推進事業

費

8,000 農山漁村地域の活性化を図るため､ 地域の多様な農林水産

資源を生かした産業づくりの支援に要する経費

アグリビジネスを活用した健康

なまちづくり事業費補助

3,100 地産地消を主とした食育活動を通じて健康的なまちづくり

を推進するための地元食材提供施設の充実や食品残さを活用

する堆肥循環システムの整備に要する経費に対する補助

集落営農推進人材育成事業費 23,082 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要する経費

リモートセンシング活用県産米

品質向上モデル事業費

21,042 県産米の食味・品質の高位平準化を図るため､ 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・確立に要する経費

あおもり ｢有機米の郷｣ 拡大条

件整備事業費補助

4,344 有機・特別栽培米等の生産拡大に向けた生産体制の整備に

要する経費に対する補助

あおもり水稲直播栽培普及条件

整備事業費補助

5,311 省力・低コスト生産に有効な直播栽培の拡大に向けた生産

体制の整備に要する経費に対する補助

あおもり水田農業再生条件整備

事業費補助

18,000 稲作農家の経営安定を図るための野菜などへの転作による

新たな産地化に向けた生産体制の整備に要する経費に対する

補助

元気印野菜産地育成プロジェク

ト事業費

6,150 稲作地帯における農家経営安定のため､ 高収益作物である

野菜生産への参入を支援するのに要する経費

協働で拓く ｢冬の農業｣ 創造活

動事業費補助

10,500 地域や関連産業が連携した新たな ｢冬の農業｣ の実践に向

けた取組みに要する経費に対する補助
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｢冬の農業｣ 産地拡大施設整備

事業費補助

60,400 地域の特色を生かした冬の農産物の生産品目拡大に向けた

生産体制の整備に要する経費に対する補助

｢売れる青森米｣ 水稲新品種強

化育成事業費

10,530 県産米の一層の評価向上と競争力強化を図るため､ ｢コシ

ヒカリ｣ 級の極良食味品種や良食味直播用品種､ 各種用途向

け品種等を開発するのに要する経費

りんご担い手パワーアップ支援

事業費補助

14,179 りんご園地の流動化や災害に強い園地づくりを促進するた

め､ 担い手等が行う生産基盤強化に要する経費に対する補助

わい化栽培等果樹産地総合整備

事業費

622,126 生産性の高いりんご産地の形成を図るためのわい化改植等

の小規模土地基盤整備及び防風網等の共同利用施設を整備す

るのに要する経費

地域ぐるみ防除システム構築モ

デル事業費

3,210 りんご放任園地の発生防止やポジティブリスト制度､ 火傷

病等の新たな課題に対応するため､ 既存の共同防除組織を核

とした地域内防除システムの構築に向けたモデル事業を実施

するのに要する経費

新たなりんご加工需要創出事業

費

3,020 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

ムの構築の検討等に要する経費

りんご搾りかす利活用促進事業

費

696 りんご搾りかすの高付加価値利用と全量利活用を促進する

ためのりんご搾りかすの乾燥処理技術の検討､ 乾燥搾りかす

の利用実証試験及び需要動向調査に要する経費

草が育む豊かな畜産推進事業費 1,900 牧草などの粗飼料の自給率向上と休耕田等における放牧の

促進を図るための現地実証による普及等に要する経費

羽ばたけ ｢青森シャモロック｣

生産拡大事業費

8,425 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等に要する経費

ふるさとの里山､ 巨樹・古木の

守り手育成事業費

2,274 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及

び観光振興にも資するマップの作成等に要する経費

ビジネス資源等調査・研究事業

費補助

3,000 中国における県産材製品の消費拡大を図るための新たなビ

ジネスチャンス創造の可能性調査等に要する経費に対する補

助

もくもくあおもり木づかい推進

事業費

20,350 県産材のより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に要する経費
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恵み豊かな森づくり推進事業費

補助

2,676 環境や公益的機能に配慮した森林整備の普及・定着のため

の複層林施業や混交林施業を用いた普及林の設定に要する経

費に対する補助

農業水利・水循環システム保全

事業費補助

87,700 米政策改革による農業構造改革の加速化と多様な水田営農

の展開に対応した担い手育成のための合理的な水利用と管理

の省力化等を実現する新たな農業水利システムを構築するの

に要する経費に対する補助

１万１千キロの水路を守る実験

事業費

22,798 農業水路や農地などを地域全体で支えていく適正な保全管

理手法や体制を確立するための農業水路等の保全活動実施体

制の構築の検討に要する経費

｢あおもり水辺の郷｣ ネットワー

ク事業費

5,173 ため池等の農業用施設が果たす役割や機能の県民理解の促

進のため､ 多くの人々が訪れる農業用施設においてＰＲ・保

全活動等を行う ｢あおもり水辺の郷｣ ネットワークの構築に

要する経費

海の森活性化推進事業費 7,187 磯焼けによる本県沿岸域における漁業生産や水質保全機能

の改善を図るための藻場再生の取組みに要する経費

� ｢海の森｣ 環境守人活

性化支援事業費

1,907 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

開催等に要する経費

� 海の恵みを育む増殖場

再生事業費

2,300 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・管理指針の作成に要する経費

� ほんだわらが育む豊か

な海づくり試験費

2,980 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

の養殖技術の開発に要する経費

ブランドさくらます資源開発事

業費

3,989 本県産さくらますのブランド化を促進するための中央市場

価格形成期における大型魚の効率的漁獲に資する回帰状況調

査等に要する経費

ふるさとの川さけフィッシング

導入モデル事業費

1,220 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､ 指導等に要する経

費

きつねめばる資源増大技術開発

事業費

3,312 第５次青森県栽培漁業基本計画において新たな栽培対象種

として選定されたきつねめばる (マゾイ) の種苗生産技術等

の開発に要する経費

小泊地区漁場環境保全創造事業

費

295,416 旧小泊村権現崎地先に座礁したカンボジア船籍貨物船 ｢ヘ

レナ２｣ の船体撤去に要する経費
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ほたて貝殻を活用した豊かな海

づくり事業費

15,951 ほたて貝殻のリサイクルを推進するとともにこれを活用し

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

トワークづくりの支援に要する経費

うすめばるトータルプラン推進

事業費

9,760 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・資源管理方策の開発､ 養殖業の創出及び鮮

度保持技術の開発に要する経費

陸奥湾海況自動観測システム更

新整備事業費

225,153 陸奥湾内の海洋・漁場環境及び重要水産資源の成育環境を

把握するための陸奥湾海況自動観測システムの更新整備に要

する経費

(県土整備部)

県費単独道路事業費 10,129,498

� 橋梁補修対策費 1,071,000 橋梁の長寿命化及び効率的な維持管理を推進するため､ 平

成17年度に構築した橋梁アセットマネジメントシステムによ

る計画的な補修工事等の実施に要する経費

� 市町村合併支援道路整

備事業費

615,000 合併重点支援地域等における中心市街地や公共施設等の拠

点を連絡する道路､ 橋梁等の整備に要する経費

� 地方特定道路整備事業

費

1,271,000 地域の課題に応えるため､ 早急に整備する必要がある道路

について､ 単独事業と補助事業とを効果的に組み合わせて整

備するのに要する経費

� 一般単独事業費 7,172,498 道路建設改良費 215,000

橋梁架替費 397,000

災害防除費 1,186,000

舗装道維持修繕費 2,591,074

道路交通安全対策費 1,192,000

凍上対策費 25,000

道路維持補修費 288,000

建設機械整備費 246,897

道路環境美化対策費 80,195

橋梁維持修繕費 100,000

防雪費 597,532

一般除雪費 220,000

東八甲田ルート除雪費 33,800

緊急道路整備事業費 10,071,000 地方道路整備臨時交付金による事業
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県費単独河川砂防事業費 4,148,889 河川維持工事費 703,252

河川改良工事費 840,000

海岸維持工事費 700,800

砂防維持工事費 5,837

砂防整備費 1,209,000

急傾斜地対策費 690,000

県費単独港湾事業費 149,844 港湾維持工事費 140,259

港湾施設整備費 9,585

建設産業再生・活性化促進事業

費

19,180 県内建設投資縮減の地域経済・雇用に及ぼす影響を最小限

にとどめるため､ 厳しい構造変化に直面している建設企業の

自助努力を支援し､ 建設産業の再生・活性化を促進するのに

要する経費

建設技術向上事業費 2,700 建設業界と連携して建設技術力の継承､ 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するのに要する経費

橋梁アセットマネジメントシス

テム普及・標準化推進事業費

2,600 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

及促進に要する経費

エコフレンドリーロード推進事

業費

10,000 照明や融雪施設等道路施設の管理経費の抑制を図るため､

風力や地熱等エコエネルギーの推進計画策定に向けた導入可

能性を検討するのに要する経費

災害時ライフライン確保推進事

業費

25,000 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の結果に基づき緊急時道路ネットワー

ク計画を策定するのに要する経費

ふるさとの森と川と海の保全及

び創造推進事業費

23,200 ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例の施行

に要する経費

人・森・川・海をめぐる青森の

水健全化プログラム策定事業費

15,600 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

的な効果を示した水健全化プログラムの策定に要する経費

水と暮らしの好循環創出事業費 6,100 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､ 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の提案に要する経費

砂利採石採取監視等強化事業費 8,350 砂利採石採取業者の監視･指導体制を強化し､ 違反行為等

に厳正に対処するため､ 警察官を退職した者を砂利採石採取

監視等専門員として配置するのに要する経費
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津波対策協働事業費 14,290 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､ 津波浸水予測図の作成等を実

施するのに要する経費

八戸港荷役機械運営費

(港湾整備事業特別会計)

34,527 八戸港におけるコンテナクレーン1号機の延命化を図るた

めの修繕に要する経費

青森空港整備特別事業費 (高カ

テゴリー化分)

490,938 青森空港の就航率改善の有効手段である計器着陸装置等の

高カテゴリー化整備に要する経費

青森空港医療資器材等配備費 90,354 国際民間航空機関の配備基準に基づき国が求める ｢飛行場

における消火救難体制の整備基準｣ に合致する医療資器材の

配備に要する経費

ふるさと景観形成事業費 2,380 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の形成に要する経費

地形図作成事業費 60,000

債務負担行為

設定額

60,000

都市計画法に基づき都市計画基礎調査を実施するために必

要となる地形図の更新を行うのに要する経費

街並み・まちづくりリーダー養

成事業費

1,370 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｣ を養成する

のに要する経費

新青森県総合運動公園整備事業

費

1,095,000 新青森県総合運動公園の整備に要する経費

下水道資源の新エネルギー活用

方策検討事業費

10,000 下水道資源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するのに要する経費

県営住宅費 1,153,998 建替 八戸市 多賀台団地 (29戸)

是川団地 (13戸)

改善 青森市 野木和団地 (42戸)

弘前市 茂森団地 (34戸)

八戸市 河原木団地 (共同施設)

是川団地 (８戸)

十和田市 上平団地 (12戸)

県内全域 火災報知機 (2,013戸)

わが家の耐震改修促進事業費 6,700 耐震改修の促進を図るため､ 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に要す

る経費
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安心すまいアップ促進事業費 2,910 県民の安全な住生活の実現と住宅産業の活性化を図るため､

｢青森県住宅リフォーム推進協議会｣ を設置し､ 安心できる

住宅リフォーム環境の整備を行うのに要する経費

東北新幹線建設対策費 16,661,542 東北新幹線鉄道整備事業費負担金 16,637,118

用地対策費 22,553

工事対策費 1,871

北海道新幹線建設対策費 631,382 北海道新幹線鉄道整備事業費負担金 630,865

工事対策費 517

下北半島縦貫道路建設促進連携

費

3,000 下北半島縦貫道路の整備促進を図るため､ 地元と連携して

効果的・効率的な整備促進活動を行うのに要する経費

(警察本部)

中型免許導入関連経費 58,229 道路交通法の改正に伴い平成19年６月までに中型免許が導

入されることにより必要となる機器の整備等に要する経費

交番・駐在所建築事業費 62,007 老朽・狭隘化した交番・駐在所の建替えに要する経費

弘前自動車運転免許試験場検討

調査費

1,000 弘前自動車運転免許試験場の老朽化対策として既存施設の

利活用等あらゆる方策の検討調査､ 併せて本県の免許事務に

おける諸問題の解決に向けた検討調査に要する経費

自主防犯行動による犯罪抑止事

業費

7,393 県民の防犯意識を高め自主防犯意識の高揚を図るための広

報及び犯罪に強い地域社会を形成するための防犯環境設計の

推進等に要する経費

いきいき青森っ子サポート事業

費

4,293 少年の健全な育成を図るための地域防犯対策の推進及び有

害コンテンツ対策を実施するのに要する経費

子どもを守る地域ネットワーク

事業費

4,708 子どもを守る地域ネットワークとしての ｢地域力｣ の向上

を図るための大学生等を中心とした少年サポーターの育成及

び地域の安全力の向上を図るための啓発活動等に要する経費

広域緊急援助隊総合訓練費 4,000 広域緊急援助隊の実践的かつ広域的な対応能力の向上を図

るために､ 東北管区内の全警察本部参加による総合訓練を本

県で実施するのに要する経費

放置駐車違反対策事業費 28,131 道路交通法の改正に伴う放置駐車違反対策における確認事

務等の民間委託､ 放置駐車違反管理システムの維持管理等に

要する経費

交通安全ステップアップ事業費 4,439 総合的な交通安全対策を推進するための交通事故調査分析

及び交通安全対策推進委員会の設置等に要する経費
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いきいきシルバー交通安全推進

事業費

5,132 高齢歩行者に対し効果的な交通安全教育を推進するための

交通安全教育用器材の整備及び高齢者の交通事故防止対策を

地域が一体となって取り組むための住民決起大会の開催等に

要する経費

交通安全施設整備費 919,893

� 国庫補助事業分 262,912 交通管制整備費 152,878

交通信号機改良費 92,394

交通信号灯器整備費 11,252

調査費 6,388

� 県単独事業分 649,610 交通信号機設置費 88,655

道路標識設置費 68,173

道路標示設置費 385,128

交通信号機移設費 84,000

調査費 1,350

交通信号機デザイン化事業費 22,304

� 電源立地地域対策交付

金事業分

7,371 交通信号機設置費 7,371

(教育委員会)

あおもりっ子育みプラン21実施

費

738,972 児童生徒一人ひとりに目の行き届いた教育を実現するため､

少人数学級編制等を行うのに要する経費

小・中連携教育推進事業費 7,154 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､ 連携のあり方を調

査研究するのに要する経費

教育相談体制整備費 87,648

� スクーリング・サポー

ト・ネットワーク整備事

業費

11,009 不登校児童生徒の早期発見､ 早期対応など学校復帰に向け

たきめ細かな支援を行うため､ 不登校対策に関する中核的機

能を備えたスクーリング・サポート・センターを設置､ 運営

するのに要する経費

� ハートケアアドバイザー

配置事業費

3,529 いじめ､ 不登校など児童生徒の問題行動等の解決を図るた

め､ 電話相談や来所相談に応じる ｢ハートケアアドバイザー｣

を東青教育事務所に配置するのに要する経費

� スクールカウンセラー

配置事業費

62,016 いじめ､ 不登校など児童生徒の問題行動等の解決を図るた

め､ 中学校に臨床心理に関して高度な専門的知識・経験を有

する ｢スクールカウンセラー｣ を配置するのに要する経費
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� 子どもと親の相談員活

用調査研究事業費

7,104 不登校などの未然防止や早期発見､ 早期対応､ 小・中学校

間の接続の改善や児童虐待への対応などに関する実践的な調

査研究を行うため､ ｢子どもと親の相談員｣ を小学校に配置

するのに要する経費

� 高校生心のアドバイザー

配置事業費

3,990 中途退学などの学校不適応の問題を解消するため､ ｢高校

生心のアドバイザー｣ を県内６地区に配置するのに要する経

費

わくわくスクール支援体制研究

事業費

71,922 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向上を図るため､

学校及び地域における支援体制のあり方について研究するの

に要する経費

学習サポート推進事業費 2,860 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に

要する経費

キャリア教育促進事業費 7,140 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､ 職業体験を取り入れた教

育活動のあり方について調査研究するのに要する経費

夢実現チャレンジプラン実施費 7,095 大学進学志望者の進路志望達成を支援するため､ 受験指導

に定評のある講師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学生に対する職業教育プログ

ラムの実施に要する経費

進学力ステップアップ支援事業

費

6,162 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の作成する特色ある事業計

画を選定・審査のうえ､ 実施するのに要する経費

スクールアイデンティティプロ

グラム実施費

6,292 平成21年度以降の県立高校のあり方を再構築するため､ 適

正な学校規模・配置等の検討をする会議の開催及び普通高校､

専門高校毎の学校の特性を活かした教育計画の研究・開発に

要する経費

企業スピリッツ研修事業費 22,239 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間の

民間企業派遣を実施するのに要する経費

仕事力養成プログラム実施費 12,757 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､ 研修会の開催等に要する経

費
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特殊教育諸学校就職促進事業費 13,707 特殊教育諸学校高等部生徒の主体的な職業選択意識等の育

成を目的に､ インターンシップを実施するとともにインター

ンシップ協力事業所の拡大を図るための就職力アップ推進員

を配置するのに要する経費

養護学校等における医療的ケア

体制整備事業費

1,138 医療的ケアを日常的に必要とする児童生徒の教育活動向上

のため､ 養護学校等における医療的ケアの実施体制を整備す

るのに要する経費

夢実現人づくりプラン実施費 20,000 生徒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､ 県立学校において生徒のアイデアを取り入れて実施する

特色ある学校づくり事業の実施に要する経費

すくすく子育て支援費補助 35,009 幼稚園に在籍する第３子以降の園児の保育料を軽減するの

に要する経費に対する補助

学校と地域の協働による教育活

動推進事業費

6,467 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､ 学校と地域の協働による教育活動を推進する人材の養成

に要する経費

わくわくブック推進事業費 6,236 子どもの読書活動の推進を図るための普及啓発活動や読み

聞かせ活動の支援等に要する経費

子ども社会交流体験活動プログ

ラム推進事業費

2,000 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､

子どもの発想を活かした職場体験及び生活体験活動の推進に

要する経費

自然体験活動プログラム開発事

業費

2,100 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､ 既存の野外施設や身近な自然

環境を利用した自然体験活動の事例集の作成及び普及活動に

要する経費

親が学ぶ青少年キャリア形成推

進事業費

2,148 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､ 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､ セミナーの開催に要する経費

仕事力アップのためのeラーニ

ング推進事業費

2,987 ニート､ フリーターを含め､ 若年者に対する就業支援を図

るため､ 職業意識の醸成や職業能力の向上を目指し､ 公開講

座や学習講座をインターネットで配信するのに要する経費

子ども安全サポート推進モデル

事業費

4,240 児童生徒の登下校時の安全確保のため､ 学校と地域社会と

の連携による地域ぐるみの学校安全体制の整備推進に要する

経費
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ライフサポートチェーン (救命

の連鎖) 事業費

28,190 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ともに､ 緊急時に対応できる人材の育成

に要する経費

2007年世界女子カーリング選手

権大会開催費補助

23,000 平成18年度に本県において開催される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に対する補助

スポーツ科学センター運営費 62,017 青い森アリーナ内のスポーツ科学センターの管理運営及び

事業の実施を�県体育協会に委託するのに要する経費

スポーツ振興事業費 246,666 本県スポーツの競技力向上等を図るのに要する経費に対す

る補助

全国スポーツ・レクリエーショ

ン祭開催準備費

51,800 平成19年度に本県で開催する第20回全国スポーツ・レクリ

エーション祭の準備に要する経費

青森県総合運動公園陸上競技場

改修事業費

228,080 築後39年を経過した青森県総合運動公園陸上競技場の改修

に要する経費

三内丸山遺跡出土遺物情報デー

タベース化推進事業費

4,725 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､ 遺物情報を電子タグを活用しデータベース化

するのに要する経費

あおもりＪＯＭＯＮ発信事業費 23,825 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､ 縄文文化の国内外での認識をより一層

高めるための情報発信等に要する経費

県立学校校舎等建築調査設計費 89,006 青森工業高校

県立学校校舎等建築費 934,199 青森高校､ 弘前中央高校､ 三本木高校､ 八戸第二養護学校

県立学校運動場用地造成設計費 3,726 青森東高校

県立学校校舎・運動場用地造成

整備費

479,044 青森工業高校

県立学校用地取得費 600,242 青森工業高校
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