
付表１

平成 年度当初予算計上の主なもの

(単位 千円)

(総務部)

総務事務センター運営費 県の内部管理業務の効率化・省力化を図るため､ 職員への

給与支給等の総務事務を集中処理するのに要する経費

私立学校助成費 私立学校経常費補助

私立幼稚園特別支援教育費補助

私立高等学校授業料軽減補助

特色教育支援経費補助

私立高等学校施設高度化推進事業費補助

私立幼稚園運営研究活動費補助

その他

消防広域化推進計画策定事業費 消防組織法及び消防庁長官が定める基本指針に基づき､ 消

防の広域化の推進等に関する計画を策定するのに要する経費

市町村発・元気なあおもりづく

り支援事業費補助

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に要する経費に

対する補助

市町村合併支援特別交付金 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

中核病院経営健全化対策費補助 ｢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

(選挙管理委員会)

県議会議員選挙費 平成 年４月 日に任期満了となる県議会議員の選挙に要

する経費

参議院議員選挙費 平成 年７月 日に任期満了となる参議院議員の選挙に要

する経費

知事選挙費 平成 年６月 日に任期満了となる知事の選挙に要する経

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

ユビキタスネットワーク社会の実現に向け､ 携帯電話等を

通じて公共交通情報や道路情報等を入手できる総合交通情報

システムの開発に要する経費

事 業 名 事 業 費 説 明



(企画政策部)

青森県 ｢人口減少社会モデル｣

構築事業費

人口減少社会に対応し､ 安定した明るい地域社会の形成を

図るため､ 長期的視点に基づく本県の望ましい将来像を地域

別､ 分野別に提示し､ これに向けた今後の取組みのあり方を

検討するのに要する経費

いつでもどこでも広報推進事業

費

多様な広報媒体を活用しながら県政に関する情報を積極的

に発信し､ 県民と行政が情報を共有できる体制の整備に要す

る経費

地域から創る元気青森推進事業

費

地域県民局において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される地域活性化協議会の運営並

びに施策の企画・立案及び総合調整に要する経費

中南地域特性・魅力情報発信強

化事業費

県が構築するＳＮＳ等を活用し中南地域の優れた特性・魅

力を県内外へ発信等を行う ｢中南地域応援クラブ (仮称)｣

の立ち上げに要する経費

三八地域交流人口拡大資源活用

検討調査費

東北新幹線新青森駅開業を契機に三八地域における交流人

口の一層の拡大を図るため､ 地域の様々な資源や機能を最大

限に活用する方策等の検討に要する経費

下北学構築事業費 地域学・地元学の手法に基づき下北地域の地域資源の発掘・

再認識を図るとともに､ これらを活用した産業活性化方策の

検討等に要する経費

下北のちからを見せよう！ ｢や

るべし下北｣ 戦略策定事業費

下北に立地する国等の各種機関との連携を促進し､ 人材の

高度化や地域雇用の創出を図るための戦略の策定等に要する

経費

｢生活創造推進プラン｣ 推進調

査研究事業費

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

していくためのプランの進行状況等の把握及びその評価結果､

県民生活・産業・経済動向の変化等を踏まえたプラン見直し

のための調査・研究等に要する経費

団塊世代生活創造サポートシス

テム構築事業費

団塊世代が首都圏等で長年培ってきた知識・経験・技能等

を本県の産業振興や人材育成､ 地域づくり活動の活性化に結

びつけ､ 交流人口の拡大と地域経済の活性化を図るため､ 県

内への移住や二地域居住を支援するプラットホーム機能を構

築するのに要する経費

県民参加型地域づくり推進事業

費補助

県民参加型の県政を推進するため､ 県民による政策研究・

提言の促進､ 県民参加と協働による地域づくりの推進､ 評価

を起点とする地域づくり活動の支援等に要する経費に対する

補助

事 業 名 事 業 費 説 明



東北新幹線駅舎附帯施設整備事

業費補助

東北新幹線新青森駅開業により､ 広域的な交通拠点となる

新青森駅及び七戸 (仮称) 駅の自由通路等の整備に要する経

費に対する補助

北海道新幹線奥津軽 (仮称) 駅

活用調査・分析事業費

北海道新幹線新青森・新函館間に設置される奥津軽 (仮称)

駅の開業効果を津軽半島の地域振興に活かすための需要予測

調査等に要する経費

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

対策設備の整備に要する経費に対する補助

攻めのエアポートセールス戦略

プログラム事業費

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

｢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

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

ツイン空港パワーアップ事業費 青森空港と三沢空港の２つの空港を有する本県の優位性を

最大限に活用し交流人口の増加を図るとともに､ 平成 年に

予定される羽田空港発着枠見直しに合わせて両空港の増便を

図るため､ 東北新幹線新青森駅開業を見据えた需要予測調査

及び利用拡大のためのアクションプランの策定等に要する経

費

航路維持対策費補助 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

地方バス運行対策費補助 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

生活交通ユニバーサルサービス

構築モデル推進事業費

地域における持続可能な新交通システムの全県的な展開に

向けて地域住民､ バス事業者､ 市町村等の協働による取組み

を推進するための普及啓発等に要する経費

ユビキタス関連技術力向上事業

費補助

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

地域ＩＣＴ未来フェスタ開催費

負担金

平成 年度に本県において開催される地域ＩＣＴ未来フェ

スタの開催に要する経費に対する負担金

ユビキタス技術利活用促進事業

費

ゆきナビあおもりプロジェクトの成果を発展させるための

研究会の開催及び先進的なユビキタス技術の利活用に関する

セミナーの開催等に要する経費

事 業 名 事 業 費 説 明



行政手続オンライン化推進整備

事業費

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システムの導入及び運

営に要する経費

並行在来線青森開業対策事業費 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

並行在来線鉄道施設事業費 (鉄

道施設事業特別会計) 一般会計から

特別会計への

繰出金

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

並行在来線運行関連施設設備調

査費 (鉄道施設事業特別会計) 一般会計から

特別会計への

繰出金

並行在来線八戸・青森間開業後に使用する車両基地及び変

電所の整備・改良に向けた調査に要する経費

並行在来線指令システム整備費

(債務負担行為) (鉄道施設事業

特別会計)

債務負担行為

設定額

並行在来線八戸・青森間開業後の運行管理を行う指令シス

テム (目時・青森間) の整備に要する経費

並行在来線運行管理基盤施設設

備整備費 (債務負担行為) (鉄

道施設事業特別会計)

債務負担行為

設定額

並行在来線八戸・青森間開業後の運行管理の中枢機能と輸

送指令機能を集約する運行管理基盤施設設備の整備及び既存

の運行設備の一部改良等に要する経費

人づくり戦略推進事業費 人材育成に係る戦略的な取組みを推進する人づくり戦略の

策定及び教育界､ 産業界､ 地域団体等の連携の仕組みづくり

等に要する経費

あおもり型キャリア教育プログ

ラム開発普及事業費

家庭や企業を含む地域ぐるみでキャリア教育 (生き方・働

き方を考える学習活動) を推進していくための多様な教育プ

ログラムの開発等に要する経費

あおもり人財の環づくり事業費 人づくりを支える優れた人材を発掘するため､ 高校生によ

る県内各地域の隠れた人材を紹介するテレビ番組の制作・放

映に要する経費

(環境生活部､ 警察本部､ 教育

委員会)

安全・安心まちづくり事業費

事 業 名 事 業 費 説 明



安全・安心まちづくり

人材育成事業費

安全・安心まちづくりに関する活動を行う団体等を育成し､

犯罪の発生しにくい環境づくりを推進するのに要する経費

｢青い森安全・安心ブ

ルーアップ作戦｣ 事業費

地域防犯対策を推進するために､ 青色回転灯防犯車の導入

や青色防犯灯の設置促進を図るための広報活動等に要する経

費

子ども安全スキルアッ

プ事業費

子どもたち自身の危険回避能力を高め､ 犯罪に巻き込まれ

ないようにするため､ 学校と地域社会との連携による学校安

全教育を推進するのに要する経費

(環境生活部)

消費生活対策関連経費

安心生活見守りネット

ワーク事業費

高齢者の消費者被害を未然に防ぐため､ 高齢者福祉業務従

事者と消費生活相談窓口とのネットワーク体制を構築するの

に要する経費

消費生活センター費 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

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

本県のファッション振興を図るため､ 第７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・ハバロフスク地方友好

協定締結 周年記念事業費

友好提携関係にあるロシア連邦ハバロフスク地方との友好

協定締結 周年を記念した講演会等の開催に要する経費

リグーリア州との市民レベル交

流推進事業費

友好提携関係にあるイタリア共和国リグーリア州との民間

主導による交流を推進するため､ 県内民間団体により構成さ

れる訪問団の派遣調整等に要する経費

コミュニティ国際交流事業費 地域に在住する外国人と民間交流団体とが一体となって地

域の子どもたちの国際理解を促進するために行う国際交流事

業の実施等に要する経費

命を大切にする心を育む県民運

動推進会議・フォーラム開催事

業費

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展開するための推進会議

及びフォーラムの開催に要する経費

命を大切にする心を育む県民運

動地域定着支援事業費

命を大切にする心を育む県民運動の地域定着を図るため､

声かけリーダーを中心とした地域による自主的な活動等の推

進に要する経費

事 業 名 事 業 費 説 明



男女が共に創るあおもり推進事

業費

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 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 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

環境チルドレン・グローアップ

事業費

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

循環型社会推進地域連携ネット

ワーク構築事業費

一般廃棄物のリサイクル率の向上を図るため､ 県内事業者

等による事業系一般廃棄物の減量化及び再資源化を目的とし

た地域連携ネットワークの構築を支援するのに要する経費

リサイクル製品普及モデル事業

費

県が認定したリサイクル製品の品質・安全性を広くＰＲす

るため､ 県自らが認定リサイクル製品を使用したモデル事業

を実施するのに要する経費

協働型不法投棄対策推進事業費

補助

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

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

環境産業活性化促進実行委員会

負担金

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

石綿健康被害救済基金出資金 石綿による健康被害者等の救済給付の支給に要する費用に

充てるために創設された石綿健康被害救済基金に対する出資

金

原子力施設環境放射線等監視事

業費

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

下北半島ニホンザル保護共生対

策事業費

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

事 業 名 事 業 費 説 明



津軽半島地域ニホンザル保護対

策事業費

津軽半島地域に生息するニホンザルの適正な保護管理を図

るため､ 生息状況の調査及び保護管理対策等の検討を行うの

に要する経費

ツキノワグマ被害防止緊急対策

事業費

県内に生息するツキノワグマによる人的・農作物被害等に

対処するため､ 緊急的な被害防止対策を講じるとともに､ 保

護管理対策を検討するのに要する経費

県境不法投棄対策事業費 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､ 有害廃棄物撤去及び排出事業者

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 債務負担行為

設定額

県境再生総合啓発プロ

グラム事業費

(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

(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

風評により経済的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

(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

(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)

地域連携パス定着支援事業費 医療機関の利用者が円滑に地域生活に戻り､ 早期に社会復

帰できるようにするため､ モデル地区において策定した地域

連携パスの活用促進及び定着を支援するのに要する経費

事 業 名 事 業 費 説 明



青森県すこやか福祉事業団独立

民営化関連経費

平成 年４月１日に独立民営化する社会福祉法人青森県す

こやか福祉事業団が運営する施設の利用者の処遇維持に要す

る経費

青森県すこやか福祉事

業団経営安定化基金補助

施設修繕等に必要な資金を確保するために行う基金造成に

要する経費に対する補助

青森県すこやか福祉事

業団民営化支援補助

事業団の独立民営化を円滑かつ確実に遂行するのに要する

経費に対する補助

医師確保対策関連経費

債務負担行為

設定額

自治医科大学運営費特

別分担金

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

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

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

策事業費補助

県内の医師臨床研修指定病院等が合同で協議及び説明会等

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

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

医学振興研究開発等支

援事業費補助

本県保健医療の課題に対する研究開発に要する経費に対す

る補助

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

あおもり地域医療・医師支援機構の医師のスキルアップの

ために研修派遣するのに要する経費に対する補助

弘前大学医学部入学生

特別対策事業費補助

弘前大学医学部入学生で､ 将来､ 県内の自治体病院等に勤

務しようとする者に対する修学資金等の貸与に要する経費に

対する補助

事 業 名 事 業 費 説 明



医師修学資金貸付金

債務負担行為

設定額

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 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

海外と連携した臨床教

育事業費

県内の臨床教育水準の向上を図るための海外連携医療機関

からの指導医の短期招へい等交流事業の試行に要する経費

へき地卒前教育モデル

事業費

将来のへき地勤務医師の養成を図るため､ 本県独自のへき

地卒前教育プログラムに基づく実習を行う県内外の医学生を

受け入れるのに要する経費

医育サポーター派遣事

業費

本県で手薄な高度医療の専門分野の臨床教育環境の整備と

医療水準の向上を図るため､ 県外大学等の専門医師を地域の

中核的病院に派遣するのに要する経費

アクティブ地域支援事

業費補助

地域で医師を育成するシステムの構築及び医師の勤務環境

改善等に要する経費に対する補助

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

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

医師・看護師定着効果

向上対策事業費

医師及び看護師の県内定着を推進するのに要する経費

医学部入学促進対策事

業費

医学部入学者の増加を図るため､ 県内高校生を対象にへき

地等医療施設見学等を実施するのに要する経費

医師定着基盤整備特別

事業費補助

臨床研修指導医の事務的負担を軽減するため､ 専属のメディ

カルクラーク (医療秘書) を配置するのに要する経費に対す

る補助

看護師確保定着対策事

業費

看護師の県内定着を図るための情報収集等に要する経費

救急医療対策費 救命救急センター運営費補助

救急医療情報システム整備運営事業費

事 業 名 事 業 費 説 明



小児救急医療対策費 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

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 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 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

糖尿病予防対策強化事業費 糖尿病の発症を予防するため､ 県民の健康的な生活習慣づ

くりを推進するとともに､ 効率的な保健医療サービス体制を

整備するのに要する経費

周産期医療機能強化事業費 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

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 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 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 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

県産農畜産品の安全確保対策事

業費

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

高品質な県産土産食品支援事業

費

県内外に流通する県産加工食品の安全・安心なイメージの

浸透を図るため､ 製品検査等を実施し､ 製造施設の衛生管理

方法の確立を支援するのに要する経費

事 業 名 事 業 費 説 明



広域水道施設等整備費補助 補助金交付先 八戸圏域水道企業団

青森県水道整備基本構想改定事

業費

津軽広域水道企業団の圏域における水需給見通しの変更に

対応するため､ 現行の基本構想を見直しするのに要する経費

牛海綿状脳症対策事業費 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

平成 年度から県立保健大学を公立大学法人化するのに向

けた財務会計システムの整備等に要する経費

栄養学科併設準備事業費 県立保健大学に栄養学科を併設するのに要する経費

認定看護師等研修事業費 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

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

いきいき健康サポート事業費 高齢者の生きがいと健康づくりを促進するため､ 健康サポー

ターの養成を通じて地域における支援体制を構築するのに要

する経費

ひとり暮らし老人地域支援ネッ

トワーク推進事業費

単身高齢者等の孤立死を防止するため､ 地域のネットワー

クづくり等を行うのに要する経費

介護保険関連経費 介護給付費県負担金

地域支援事業県交付金

介護保険財政安定化基金積立金

介護保険財政安定化基金貸付金

低所得者利用者負担対策事業費補助

認知症対策等総合支援事業費 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

特別養護老人ホーム整

備費補助

補助金交付先 社会福祉法人

整 備 数 創設１か所

事 業 名 事 業 費 説 明



養護老人ホーム整備費

補助

補助金交付先 社会福祉法人

整 備 数 改築１か所

ショートステイ専用居

室整備費補助

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

後期高齢者医療制度施行準備経

費補助

平成 年４月に施行される後期高齢者医療制度の円滑な実

施を図るため､ 広域連合が行う初期的投資に要する経費に対

する補助

国民健康保険基盤安定対策関連

経費

国民健康保険保険基盤安定事業費負担金

国民健康保険高額医療費共同事業費負担金

国民健康保険財政調整交付金

ＤＶ被害者等支援事業費 ＤＶ被害者等の自立支援の推進に要する経費に対する補助

あおもり子育て応援わくわく店

事業費

地域・社会全体で子育てを支援する体制を推進するために､

店舗等が提供する子育て世帯等に対する優待制度の構築・普

及に要する経費

青い森のほほえみプロデュース

事業費

｢ほほえみ｣と ｢笑い｣ で子育て中の保護者に精神的ゆとり

を生み出すことをテーマとした研修等を通じて児童虐待の発

生予防を図るとともに､ 地域子育て支援を担う人材を育成す

るのに要する経費

保育料軽減事業費補助 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３歳未満児に係る保育料を

軽減するのに要する経費に対する補助

児童手当負担金 制度拡充内容 ０歳以上３歳未満の児童に対する児童手当

月額を一律 円として実施

児童福祉施設入所児童等処遇強

化関係費

児童入所施設等措置費県単独加算分

児童福祉施設入所児童等自立能力強化事業費補助

児童相談所子ども虐待防止対策

関連経費

児童相談所法律相談実施事業費

被虐待児施設訪問指導費

児童相談所一時保護所機能充実事業費

児童相談所虐待対応強化研修事業費

児童相談所カウンセリング強化事業費

子ども虐待再統合家族支援事業費

母子家庭自立支援給付金事業費 母子家庭自立支援給付金事業費補助

県事務費

事 業 名 事 業 費 説 明



思春期サポート推進事業費 性行動の活発化や低年齢化に対応し､ 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の養成等を行うのに要する

経費

特定不妊治療費助成事業費 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

障害者自立支援給付費関連経費 障害者自立支援法に基づく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

障害者自立支援特別対策事業費 障害者自立支援法の円滑な実施を図るため､ 事業者に対す

る経過的支援を行うのに要する経費

自閉症・発達障害支援事業費 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等に要する経費

心のヘルスアップ事業費 本県における自殺予防を推進するため､ 自殺対策連絡協議

会の開催や職域保健分野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

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

障害者福祉施設整備費補助 補助金交付先 社会福祉法人

整 備 数 改築１か所

病院局設置関連経費 県立病院改革を円滑に実施するため､ 新たに設置される病

院局の初期段階における運営を支援するのに要する経費

県立中央病院費

負担金 不採算部門運営費

企業債等償還金

院舎等施設整備費

医療備品等整備費

共済組合長期追加費用

総合周産期母子医療センター事業負担金 (再掲)

緊急時医療施設等整備費

医師後期臨床研修事業費 (再掲)

補助金 がん診療ネットワーク運営費補助

事 業 名 事 業 費 説 明



貸付金 運転資金貸付金

県立つくしが丘病院費

負担金 不採算部門運営費

企業債等償還金

医療備品等整備費

共済組合長期追加費用

つくしが丘病院整備負担金

貸付金 運転資金貸付金

県立つくしが丘病院改築改修工

事費 (病院事業会計)

建 築 内 容 鉄筋コンクリート造

建 築 面 積 ㎡

(企画政策部､ 商工労働部)

ＷＥＬＣＯＭＥ！ＡＯＭＯＲＩ

外国人観光客誘致推進事業費

国が推進するビジット・ジャパン・キャンペーンと連動し､

韓国､ 台湾､ 中国大連市及びロシア連邦ハバロフスク地方を

重点市場として､ 通年での集客及び交流人口の拡大を図るた

めの誘客プロモーションの実施等に要する経費

(環境生活部､ 商工労働部)

白神ツーリズム推進事業費 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

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､ 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

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 産業観光の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情報発信等に要する経

費

東北新幹線新青森駅開業観光振

興対策事業費

事 業 名 事 業 費 説 明



新青森駅開業カウント

ダウン観光宣伝事業費

東北新幹線新青森駅開業を契機に大都市圏からの誘客を促

進するための首都圏観光キャンペーンイベントの開催等に要

する経費

新幹線開業対策 ｢その

先のあおもり｣ リゾート

創出事業費

新幹線停車駅から二次交通で結ぶ ｢その先のあおもり｣ の

魅力の向上と受入体制の強化を図るための地域研究会の開催､

旅行商品の造成及びモニターツアー､ タイアップ広告の実施

等に要する経費

新幹線対策推進事業費 新幹線開業効果活用プロモーション協議会の提言を踏まえ､

東北新幹線新青森駅開業効果を全県的に波及させるための観

光､ 産業振興､ 交通アクセス､ 地域活性化の各分野において

重点的に推進するシンボルプロジェクトの支援､ 全県的なホ

スピタリティの向上に向けた指針の作成等に要する経費

(商工労働部)

中小企業団体中央会補助 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 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

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 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

中小企業団体連携元気塾開催支

援事業費

県内でも特に雇用情勢の厳しい地域の活性化を図るための

商工関係団体が連携して行う創業・経営革新に関する講座､

フォーラム等の開催を支援するのに要する経費

｢食｣ の地域循環活性化による

仕事おこしモデル事業費

学校給食センター等における地域内での食材調達量を高め

新たな仕事おこしを図るためのビジネスプランの策定等に要

する経費

商工会等合併・組織強化支援事

業費

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

地域ファンド組成資金貸付金 地域資源を活用した創業の促進及び企業の育成を図るため､

(独) 中小企業基盤整備機構の事業を活用し民間経済団体が

組成する地域ファンドに対し､ (財) あおもり産業総合支

援センターが出資するのに要する経費に対する貸付金

事 業 名 事 業 費 説 明



スタート・アップ応援型ファン

ド造成資金貸付金 (小規模企業

者等設備導入資金特別会計)

県内中小企業者による地域資源を活用した創業・経営革新

等の新たな取組みを支援するため､ (財) あおもり産業総

合支援センターが (独) 中小企業基盤整備機構の事業を活用

して設置する ｢スタート・アップ応援型ファンド｣ の造成に

要する経費に対する貸付金

地域発新事業創出プロジェクト

(パドック) 推進事業費

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

制度金融実施費 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

県信用保証協会経営基盤強化事

業費

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

中小企業新連携支援事業費補助 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

アントレプレナーツーリズム推

進事業費

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するのに要する経

費

プレインキュベーション推進事

業費

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運営及び施設入居

者の創業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

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を推進するのに

要する経費

ピカピカあきんど育成事業費 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

元気青森産業人育成事業費 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

術者を対象とした育成講座の開催及び小・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

事 業 名 事 業 費 説 明



若手商業者実践研修事業費補助 個店の魅力向上と商店街の活性化を図るため､ 県内の小売・

サービス業を営む中小企業の若手経営者等を対象とした人材

研修及び大型店での店舗実習に要する経費に対する補助

創業チャレンジャーサポート事

業費

創業・起業の推進を図るため､ 創業希望者を対象としたセ

ミナーや週末相談会等の開催及び経営アドバイスを受けるこ

とができる創業チャレンジコーナーの設置・運営に要する経

費

新幹線開業対策観光産業振興事

業費

東北新幹線新青森駅開業を契機に観光産業の個々の企業の

活性化と新たな観光ビジネスの創出を図るための企業診断や

創業支援に要する経費

あおもり型産業誘致活動強化事

業費

あおもり型産業の集積と振興を図るため､ 医療・健康福祉､

あおもり型農工ベストミックス､ 環境・エネルギー､ ＦＰＤ､

自動車の各産業分野に関連する業界・企業の地方展開ニーズ

の把握による戦略的な企業誘致活動を展開するのに要する経

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

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 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 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

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

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

めの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 債務負担行為

設定額

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

事 業 名 事 業 費 説 明



青森中核工業団地工場等立地促

進費補助 債務負担行為

設定額

青森中核工業団地における企業立地の促進を図るための同

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 (独) 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の借入金増嵩を抑制する措置等

を講ずるのに要する経費

青森県産業立地促進費補助

債務負担行為

設定額

県内への企業誘致の促進を図るための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

津軽塗産地イノベーション推進

事業費

伝統工芸品である津軽塗産業の振興を図るため､ 比較的手

頃な価格帯の魅力ある新商品の開発及び大口取引等に対応で

きる生産工程の研究等に要する経費

元気企業ビジネスマッチング推

進事業費

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

ンネルを構築するのに要する経費

自動車関連産業振興事業費 県内ものづくり企業の技術力向上及び連携拡大による自動

車関連産業分野への進出促進を図るための ｢とうほく自動車

産業集積連携会議｣ への参画及び県自動車関連産業振興協議

会の運営等に要する経費

ものづくり基盤技術育成事業費 ものづくり基盤技術産業の集積形成の促進を図るため､ 県

内中小企業のものづくり基盤技術の育成及び高度なものづく

り技術を有する県内中小企業の顕彰に要する経費

ものづくり活性化交流事業費 三八地域における業種を超えた地域内企業間の取引拡大を

図るための地元企業のネットワーク化に向けたセミナーの開

催等に要する経費

ものづくり未来塾開催事業費 地域製造業者の品質管理及び生産管理能力の向上を図ると

ともに､ 本県製造業の将来を担う高校生､ 大学生に地域製造

業の魅力を発信するため､ 三八地域をモデル地域として製造

業者と高校生､ 大学生が一緒になって製造現場の改善活動実

習を行うのに要する経費

事 業 名 事 業 費 説 明



医療・健康福祉関連ビジネスサ

ロン支援事業費

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

健康ビジネス創出支援事業費 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を支援するのに要する経費

あおもりウェルネスランド構想

推進事業費

医療・健康福祉関連産業の創出育成を図るため､ あおもり

ウェルネスランド構想の戦略プロジェクトの具体化促進のた

めのビジネスモデルの作成､ 開発製品のＰＲ等を行うのに要

する経費

農工ベストミックス構想推進事

業費

あおもり農工ベストミックス新産業創出構想の具体化を図

るため､ 戦略プロジェクトの実現に向けた研究会の開催や研

究・実証プロジェクトを誘導・支援するのに要する経費

クリスタルバレイ関連経費

クリスタルバレイ構想

推進事業費

クリスタルバレイ構想を実現するため､ 地域産学官金の実

現化構想推進体制の整備､ 推進シンポジウムの開催及びＦＰ

Ｄ関連展示会への出展等に要する経費

クリスタルバレイ構想

加速化事業費

クリスタルバレイ構想の実現加速化を図るため､ これまで

の取組みを総括するとともに､ 今後の具体的な取組みを検討

するための協議会を設置・運営するのに要する経費

ＦＰＤ関連技術実用化

推進事業費補助

地域結集型共同研究事業の成果を基に県内企業が行う事業

化を推進するための研究に要する経費に対する補助

次世代ＦＰＤ実用化技

術開発事業費

地域結集型共同研究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

イトの実用化技術及び駆動回路技術等の開発に要する経費

産学官金コーディネート加速化

事業費

産学官金連携支援体制の構築を図るため､ 県内大学等のシー

ズ発掘から研究会の立ち上げ､ 事業化までの一貫した調整・

支援等を行うコーディネーターを (財) あおもり産業総合

支援センターに配置するのに要する経費

産学官連携共同研究開発重点化

事業費

新産業の創出を図るための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

事 業 名 事 業 費 説 明



モバイルコンテンツ産業育成推

進事業費

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

あおもり産業情報円滑化促進事

業費

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図るための実践的な講座の開設に要する

経費

あおもりＯＳＳ中核人材育成事

業費

オープンソースソフトウェアの活用による県内情報産業の

振興を図るため､ 県内の大学の情報系学科等に所属する大学

生を対象とした実践的な情報システム開発工程の演習の実施

及びシステム開発推進に当たっての課題等に係る調査・検討

に要する経費

組込みソフトウェア産業人材育

成事業費

全国的に需要が増大している組込みソフトウェア分野への

対応を促進するため､ 県内企業等を対象にした普及・啓発セ

ミナー及び技術研修の開催に要する経費

｢光産業クラスター｣ 形成促進

事業費

中南地域を中心に集積している光技術関連企業の連携によ

る新技術・新製品の研究開発を促進するため､ 光産業に関す

る最新情報の共有や産業集積に向けた同意形成を目的とする

フォーラム及びセミナーの開催に要する経費

林檎酒ルネッサンスｉｎあおも

り研究開発事業費

県が有するりんご成分や機能性等の知見と醸造技術等を活

用し､ 県内企業との共同によるりんごを用いた新たな酒類の

開発に要する経費

若年者雇用対策関連経費

新規学校卒業者県内就

職促進事業費

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

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就

職ガイダンスの開催に要する経費

ジョブカフェあおもり

運営事業費

若年者の雇用拡大・維持を図るため､ 職業に関する情報提

供､ キャリアカウンセリング､ セミナー等 ｢ジョブカフェあ

おもり｣ における若年者に対する総合的な就職支援サービス

の提供に要する経費

若年者キャリア形成支

援事業費

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

事 業 名 事 業 費 説 明



障害者雇用対策関連経費

障害者雇用事業主サポー

ト事業費

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

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

障害者ワークトレーニ

ング事業費

障害者の就業促進及び県民の障害者雇用に対する理解を深

めるための県の出先機関における障害者の短期研修に要する

経費

障害者在宅就業しごと

受注促進事業費

障害者のＩＴを活用した在宅就業を支援するため､ 仲介支

援団体が行う在宅ワーカーに対する専門研修及び受注促進の

ためのＰＲ活動等を支援するのに要する経費

中高年齢者雇用対策関連経費

働き盛りセーフティネッ

ト事業費

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の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｣ の運営に要する経費

ＵＪＩターン人材誘致

促進事業費

首都圏等に在住する本県出身者等の県内企業への就職促進

を図るため､ 東京都の青森県ビジネスサポートセンター内へ

の雇用支援を行う相談員の配置及びインターネットによるＵ

ターン求人求職検索システムの構築に要する経費

育児・介護休業者生活安定資金

貸付金

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 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

産業人材確保支援事業費 県内企業が必要とする即戦力の産業人材の確保を支援する

ため､ 民間の就職支援会社のシステムの活用による人材確保

サービスの提供に要する経費

ふるさと仕事人育成事業費 若年者の職場定着を図るため､ 中学生・高校生等を対象に､

仕事の厳しさやニート・フリーターの厳しい現実を理解して

もらうためのハンドブックの作成・配布等に要する経費

｢がんばれ新社会人｣ 定着促進

事業費

若年者の早期離職を防止するための新社会人に対する地域

巡回カウンセリングや電話相談及び経営者に対する研修会等

の実施に要する経費

事 業 名 事 業 費 説 明



はたらく心育成事業費 子どもたちの職業観や勤労観を育むため､ 小学校高学年生

を対象とした仕事に対する知識や意識を高める出前授業の実

施及びＤＶＤ ｢はたらく心｣ の活用を通じた学校や家庭にお

けるキャリア教育の推進に要する経費

離職者等再就職訓練事業費 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 中国大連市との産業経済交流の推進を図るための交流ミッ

ション団の派遣､ 専門セミナーの開催､ 大連ビジネスサポー

トセンターの運営等に要する経費

青森・大連ビジネスモデル推進

事業費

中国大連市での起業やビジネス展開を目指す県内企業者等

に対する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

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

対中国アジアビジネス促進特別

対策事業費

中国アジア地域への県内企業の本格的な海外ビジネス展開

を促進するため､ 現地コンサルタントによるビジネス支援及

び商談機会提供のための交易会の開催等に要する経費

極東ロシアビジネス交流促進事

業費

ロシア連邦ハバロフスク地方における県内企業の相互経済

交流の促進に向けた環境づくりを行うためのビジネス市場調

査､ ビジネスセミナーの開催及び経済調査団の派遣等に要す

る経費

まるごと青森編集発信事業費 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

｢情報力観光｣ ＩＴ活用推進事

業費

多様化する観光客のニーズに応えるため､ インターネット

を通じて県内各地の地域情報及び県内外からの意見等を受信

し､ 総合的な観光情報として発信するシステムの整備に要す

る経費

あおもり検定事業費補助 観光サービス事業関係者及び県民等が､ 県内観光資源等の

素晴らしさを再認識し､ ホスピタリティの向上を図るための

｢あおもり検定 (仮称)｣ の実施に向けた仕組みづくりに要す

る経費に対する補助

事 業 名 事 業 費 説 明



広域観光推進体制検討事業費 三八地域の観光資源を有機的に組み合わせた広域観光を推

進していくための組織体制を検討するのに要する経費

｢あおもり旅案内～三八・上十

三編～｣ 作成事業費

三八・上十三地域の周遊型観光と滞在型観光を推進するた

めのモデルコースの設定及びデジタルパンフレットの作成に

要する経費

はやて開業５周年記念誘客促進

事業費

東北新幹線八戸駅開業５周年を契機に三八地域の一層の誘

客促進と観光振興を図るため､ 三八地域とゆかりの深い吉田

初三郎が制作した鳥瞰図を活用した首都圏観光フェアや各種

媒体による情報発信等を行うのに要する経費

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

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

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

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

韓国修学旅行誘致開拓事業費 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

ションを実施するのに要する経費

青森県立美術館企画展開催費 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 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

青森県立美術館芸術拠点形成事

業費

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

県民による舞台芸術高度化事業

費

県立美術館の総合的な芸術拠点としての魅力向上の一環と

して､ 県民の演劇に対する関心・実力を高めるための県民参

加型演劇の制作､ 上演に要する経費

演劇による国際連携強化事業費 県立美術館の総合的な芸術拠点としての魅力向上､ ブラン

ド化の推進及び県民が海外の芸術に触れる機会を提供するた

め､ 県立美術館と韓国の劇作家の双方が創作した脚本による

両国での演劇の上演に要する経費

事 業 名 事 業 費 説 明



アートイン三内丸山遺跡プロジェ

クト事業費

｢縄文文化とアート｣ の拠点としての三内丸山遺跡と県立

美術館のイメージアップを図るとともに､ 遺跡と美術館の間

の誘導を推進するため､ 子どもから大人までが参加して若手

芸術家と共同で野外アートベンチ等を制作するのに要する経

費

ユビキタス美術館推進事業費 県立美術館の観覧者の利便性向上を図るため､ モバイル表

示端末等を使用した常設展示作品､ 館内案内等に関する情報

提供システムの構築に要する経費

(健康福祉部､ 農林水産部､ 教

育委員会)

いただきます！あおもり食育県

民運動推進事業費

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

いただきます！あおも

り食育県民運動推進事業

費

食育推進計画の推進､ ｢いただきます！あおもり食育県民

運動｣ の実践と普及に要する経費

乳幼児の育ちを支える

食育推進事業費

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 食育推進事

業費

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

学校において食育を推進するためのプログラムの作成に要

する経費

(農林水産部)

｢海・山の恵み｣ 活用新商品開

発事業費

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

｢攻めの農林水産業｣ グレード

アップ推進事業費

これまでの ｢攻めの農林水産業｣ の取組成果の検証及び一

層の普及啓発等による地域農林水産業の活性化に要する経費

元気あおもり柏農発ハイテク農

業プロジェクト事業費

農業高校との連携による自然エネルギーやＬＥＤを活用し

た新たな栽培技術の検討等による学校教育の充実､ 農業後継

者の育成､ 周年栽培作物の拡大等に要する経費

青森市中央卸売市場整備費 青森市中央卸売市場における開設者と卸売業者等を結ぶＬ

ＡＮの構築､ 取引業務に係る許認可申請等のオンライン化及

び電子商取引など業者間の取引面における基盤整備に要する

経費

事 業 名 事 業 費 説 明



総合販売戦略推進事業費 総合販売戦略推進委員会等の運営､ 首都圏等におけるこれ

まで構築したネットワークの活用による商品づくりや販路拡

大､ 県産品総合サイト ｢青森のうまいものたち｣ の運営等に

要する経費

｢決め手は､ 青森県産｡｣ 県産

品マーケティング機能強化事業

費

マーケティングに基づく商品力・競争力の強化､ 販売活動

の促進に要する経費

総合販売戦略検討事業

費

マーケティングの視点を重視した商品づくり戦略を策定す

るための調査・検討に要する経費

県産品マーケティング

支援事業費

総合販売戦略の効率的かつ着実な推進を図るための体系的

なマーケティング情報の収集分析・活用の仕組みづくりに要

する経費

県産品マーケティング

支援事業費補助

事業者の育成や販路開拓分野を支援する機関の育成・能力

向上に要する経費に対する補助

県産品ＰＲ情報発信総

合推進事業費

県産品ＰＲ用キャッチフレーズ ｢決め手は､ 青森県産｡｣､

シンボルマーク ｢青森の正直｣､ イメージキャラクター ｢決

め手くん｣ を活用した情報発信に要する経費

｢青森の正直｣ 展示商談会開催

事業費

金融機関､ 事業者､ 県の連携により､ 優れた県産品の掘り

起こしを図り､ 首都圏への販路拡大を図るための展示商談会

の開催に要する経費

｢決め手は､ 青森県産｡｣ マー

チャンダイジング支援事業費

商品開発の基礎である製品の商品化計画を重視した消費者

に選ばれる満足度の高い県産品の開発等に図るのに要する経

費

県産品マーチャンダイ

ジング支援事業費

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

県産品マーチャンダイ

ジング支援事業費補助

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

チャンダイジングの検討や実践に要する経費に対する補助

商品改良相談会事業費 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

地域特産品ブランド化促進事業

費

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

事 業 名 事 業 費 説 明



県産農水畜産物消費宣伝事業費 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

｢決め手は､ 青森県産｡｣ 販路

拡大新展開事業費

大手量販店､ 食品スーパー､ 卸業者等との連携による首都

圏等における県産品の販路拡大等に要する経費

大手量販店共同ブラン

ディング事業費

大手量販店バイヤーとの共同によるこだわり産品育成によ

る慣行の産品よりレベルの高い産品の生産・商品化等に要す

る経費

市場・食品スーパーリ

レーション事業費

市場と市場流通中心の食品スーパーに対する新たな販路開

拓等に要する経費

食品卸活用販売拡大事

業費

食品卸業者の活用によるホテル・レストラン等外食産業及

び中食産業への県産食材の利用拡大に要する経費

クッキング 草の根事

業費

首都圏の有名料理教室の活用によるこだわり県産品を使用

したレシピの考案と販促ツールの作成及び講座開設による消

費者の需要創出等に要する経費

旬感！あおもり魅力発信事業費 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｣ を設置等に要する経費

まるごと青森産品販売促進事業

費

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

米・りんご新品種銘柄確立事業

費

｢あおもり米｣ 実需者

向けプロモーション事業

費

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

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

青森りんご中国市場輸出促進事

業費

中国向けのりんごの輸出を促進するための上海市・北京市

等の高級量販店での試食宣伝会の開催及び中国側輸入関係者､

量販店に対する輸入促進の働きかけに要する経費

活き活き水産物流通モデル支援

事業費

うに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

事 業 名 事 業 費 説 明



農林水産物海外販路拡大事業費 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､ 中東等を対象とした新規市場輸出可能性

調査に要する経費

津軽の田舎料理 ｢じょんがら御

膳｣ 創出育成事業費

地場の安全・安心な野菜をメインとし､ 古くから伝承され

ている津軽の田舎料理の提示・普及による地産地消及び観光

への波及効果の創出に要する経費

いただきます！あおもり食育推

進モデル事業費

優良な活動を複合的に実践する市町村横断的な食育活動実

践地域の育成と食育推進体制の整備等に要する経費

｢あおもり食育大作戦｣ 推進事

業費

食育を普及する ｢あおもり食育宣伝隊｣ の幼稚園や高齢者

施設等における県民への直接アプローチによる食育に対する

理解促進に要する経費

サル・クマ農作物被害緊急対策

事業費

ニホンザル､ ツキノワグマによる農作物被害の防止を図る

ための地域ぐるみの被害防止体制の構築等に要する経費

日本一健康な土づくり農業実践

事業費

稲わらや畜産有機質資源などの活用による日本一健康な土

づくりを進め､ ながいもをはじめとした高品質な県産農産物

の生産及び販売の拡大を図るのに要する経費

あおもり型バイオマス・チャレ

ンジ支援事業費

あおもり型バイオマス・

チャレンジ推進事業費

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

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

出荷前農産物残留農薬等検査支

援事業費補助

生産・流通団体等が自主的に行う農産物出荷前の残留農薬

検査等の実施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

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

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

事 業 名 事 業 費 説 明



漁協系統信用秩序維持安定対策

事業費

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

漁業経営セーフティネット緊急

支援事業費補助

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

攻めの農林水産業 ｢新農業トッ

プランナー育成システム｣ 確立

プロジェクト事業費

創造力､ 実行力､ 経営力に優れた本県農業のトップランナー

を育成するための農業者､ 教育者等とのコラボレーションに

よる本県独自の青年農業者育成システムの構築に向けた調査

研究に要する経費

感農！来て見て ｢あおもりツー

リズム｣ 推進事業費

あおもりツーリズムの推進を図るための地域ぐるみでの農

村文化の学習や森林体験などの場を提供する仕組みづくりに

要する経費

感農！来て見て ｢あお

もりツーリズム｣ 推進事

業費

東北新幹線新青森駅開業を控え､ ｢あおもりツーリズム｣

を全県に広めていくための農村と都市を結ぶ ｢なごみの郷｣

の育成等に要する経費

植えるカム！ ｢青い森｣

体験交流事業費

県内外の企業が､ 本県の森林でボランティアによる森づく

りなどの活動を行う森林体験ツーリズムの推進のための体制

整備に要する経費

あおもりふるさと起業推進事業

費

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

担い手農地集積高度化促進事業

費

農地の面的利用集積を推進するための集落営農組織､ 認定

農業者等に対する面的集積強化促進費の交付及び農地のデー

タ化による農地検索体制の構築に要する経費

攻めの集落営農パワーアップ支

援事業費

品目横断的経営安定対策に加入した集落営農組織の経営体

質の強化に要する経費

第Ⅱ期あおもり米づくり改革推

進運動事業費

県産米の食味・品質の高位水準化の取組みの更なる強化及

び事業者から産地指定を受ける売り込みのできる米の数量拡

大を推進する第Ⅱ期あおもり米づくり改革推進運動の展開に

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

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

事 業 名 事 業 費 説 明



あおもり ｢有機米の郷｣ 拡大条

件整備事業費補助

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

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

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

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

ながいも原々種生産強化対策事

業費

ながいも産地の再生を図るため､ 農林総合研究センター畑

作園芸試験場において原々種を増産するための施設の整備に

要する経費

産直野菜工場普及推進モデル事

業費

冬の農業の推進及び建設業者等異業種参入による雇用創出

を図るための野菜テラスの導入による野菜周年栽培の実証等

に要する経費

青森オリジナル花き産地育成事

業費

県が育成したデルフィニウム品種のモデル産地の育成及び

ブランド化､ 販売ＰＲの推進に要する経費

協働で拓く ｢冬の農業｣ 創造活

動事業費補助

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

｢冬の農業｣ 産地拡大施設整備

事業費補助

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

りんご担い手パワーアップ支援

事業費補助

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

りんご経営安定対策事業費 りんご産業の維持を目指した緊急需給調整対策及び経営安

定対策に要する経費

りんご緊急需給調整対

策事業費

りんごの在庫量が一定基準を上回った場合等におけるりん

ごの価格浮揚を図るためのりんご緊急需給調整対策事業に要

する交付準備金の造成に要する経費

りんご経営安定対策事

業費

りんごの価格暴落時における次年度の再生産を図るための

りんご経営安定対策事業に要する交付準備金の造成に要する

経費

事 業 名 事 業 費 説 明



青森りんごワンランクアップ事

業費

ワンランク上の高級・高品質りんごの生産及びりんごを用

いた食農・食育の推進による県産りんごの消費拡大に要する

経費

光センサー活用営農指

導システム確立事業費

消費者に信頼される高品質なりんごを提供するための光セ

ンサー選果施設の選果データを活用した営農指導システムの

確立に要する経費

りんご食農・食育プロ

モート事業費

県外の小学生を主なターゲットとして､ りんごを用いた食

農・食育の推進による県産りんごの消費拡大を図るためのり

んごを教材とした 等の紹介媒体の作成等に要する経費

地域ぐるみ防除システム構築モ

デル事業費

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

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

元気あおもり和牛産地確立推進

事業費

県の基幹種雄牛 ｢第１花国｣ の後継牛づくりと肥育技術の

向上等による収益性の高い肉用牛経営の実現を図るのに要す

る経費

元気あおもり和牛産地

確立推進事業費

ＤＮＡ技術を活用した種雄牛造成法の開発､ 肥育技術の伝

道師等による技術指導､ 地域のリーダーとして期待される若

手肉用牛農家等の育成による肥育基盤の強化に要する経費

次世代種雄牛等全国Ｐ

Ｒ推進指導事業費補助

県の基幹種雄牛 ｢第１花国｣ の血統を引き継ぐ次世代の種

雄牛等を全国にＰＲするため､ 平成 年 月に鳥取県で開催

される全国和牛能力共進会への出品等に要する経費に対する

補助

羽ばたけ ｢青森シャモロック｣

生産拡大事業費

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

森林整備地域活動支援事業費 森林の持つ多面的機能を維持・向上させるため､ 森林所有

者等による森林施業の提案・集約化に必要な地域活動を支援

する市町村に対する交付金の交付及び基金の造成等に要する

経費

ふるさとの里山､ 巨樹・古木の

守り手育成事業費

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

事 業 名 事 業 費 説 明



森林環境教育連携強化事業費 社会全体で森林を支えるという県民意識を醸成するため､

地域が主体的に森林環境教育に取り組める体制の整備に要す

る経費

木質バイオマス供給施設整備事

業費補助

未利用木質資源の有効活用と林業・木材産業の振興を図る

ための未利用木質資源をバイオマスエネルギーとして活用す

るペレット製造施設の整備に要する経費に対する補助

森林バイオマス利用システムモ

デル事業費

間伐材等の未利用木質資源を活用したバイオマスエネルギー

の普及促進を図るための森林バイオマス資源の利活用システ

ムの検討及びビジネスモデルの構築に要する経費

青森のスギ木づかい住宅推進事

業費補助

県産材のより一層の利用促進を図るため､ 認証県産スギ材

を多用した住宅建築の推進に要する経費に対する補助

松くい虫被害予防総合対策事業

費

松くい虫被害の発生源となる枯損木や衰弱木の把握・除去

に向けた監視体制の更なる強化に要する経費

あおもり環境公共推進事業費 生産基盤や生活環境を整備し農林水産業を支えるとともに､

事業実施の各段階において地場の資源・技術・人材の更なる

有効活用等を図る県民本位の公共事業 (｢環境公共｣) の推進

に要する経費

農地・水・環境保全向上対策事

業費

農業用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用水路等の地域資源を

保全する効果の高い共同活動と化学肥料・化学合成農薬の使

用を大幅に低減する先進的な営農活動を支援するのに要する

経費

漁業後継者育成対策事業費 漁業の従事に必要な基礎的知識､ 技術の習得のため､ 水産

総合研究センター増殖研究所において実施する研修に要する

経費

海の森活性化推進事業費 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

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

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

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

事 業 名 事 業 費 説 明



ブランドさくらます資源開発事

業費

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

地域の観光振興等に資す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

下北元気なさけづくりプラン事

業費

下北沿岸のさけ資源の回復のための地域特性に応じた海中

飼育マニュアルの作成及び漁業者への技術普及等に要する経

費

ほたてがい適正養殖可能数量制

度 ( ) システムづくり事

業費

陸奥湾におけるほたてがいの安定的かつ恒久的な生産体制

の構築を図るためのほたてがいの過密養殖是正に向けたシス

テムづくりに要する経費

日本海の藻場礁開発支援事業費 日本海沿岸の砂場域に適した藻場礁を開発する企業が実証

試験を行うための試験海域の設定等に要する経費

ほたて貝殻を活用した豊かな海

づくり事業費

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

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

海藻類新加工中間素材開発事業

費

本県沿岸に生育する海藻類を原料とした加工用中間素材製

造技術の開発による新たな産業分野の創出に要する経費

(県土整備部)

県費単独道路事業費

橋梁補修対策費 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 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

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

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

事 業 名 事 業 費 説 明



一般単独事業費 道路建設改良費

橋梁架替費

災害防除費

舗装道維持修繕費

道路交通安全対策費

凍上対策費

道路維持補修費

建設機械整備費

道路環境美化対策費

橋梁維持修繕費

防雪費

一般除雪費

東八甲田ルート除雪費

緊急道路整備事業費 地方道路整備臨時交付金による事業

県費単独河川砂防事業費 河川維持工事費

河川改良工事費

海岸維持工事費

砂防維持工事費

砂防整備費

急傾斜地対策費

県費単独港湾事業費 港湾維持工事費

港湾施設整備費

公共調達制度改革検討事業費 公共工事をはじめとする本県の公共調達制度改革に向けた

取組みを推進するための調査・検討に要する経費

建設産業新分野進出チャレンジ

事業費

厳しい構造変化に直面している建設企業の経営基盤の強化

及び雇用の維持・拡大に資するため､ 新分野進出への取組み

を重点的・効果的に支援するのに要する経費

建設廃材エネルギー化可能性調

査費

建設企業の経営改善や新分野進出の取組みへの発展を見据

えた､ 建設廃材のエネルギー化の可能性調査・検討に要する

経費

局所的集中豪雨対策推進費 局所的集中豪雨時に､ 管理者が異なる既存の排水路・側溝

等を連携させ､ 迅速に排水する ｢減災対策｣ を推進するのに

要する経費

インフラ経営推進調査検討費 総合商社と連携することにより､ 県が保有するインフラ施

設の新たな利活用方策を調査検討するのに要する経費

事 業 名 事 業 費 説 明



ＶＥ能力開発事業費 公共工事の品質確保・コスト縮減に向けたＶＥ (バリュー・

エンジニアリング) 能力の習得に要する経費

建設技術向上事業費 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

エコフレンドリーロード推進事

業費

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

青い森の ｢橋守 (はしもり)｣

育成事業費

橋梁長寿命化補修市場の拡大に対応し､ 特殊・専門技術の

県内への移転を図るため､ 県内建設関連企業が本県出身の団

塊世代技術者を受け入れるとともに技術向上を図るのに要す

る経費

久栗坂造道線自動車駐車場整備

事業費 債務負担行為

設定額

県立中央病院の来院車両による周辺の交通混雑を解消し､

道路利用者の利便性向上を図るため､ 地方道路整備臨時交付

金 (緊急道路整備事業費) を活用して立体駐車場を整備する

のに要する経費

防衛施設道路事業費 Ｘバンドレーダーの航空自衛隊車力分屯基地配備に伴い周

辺地域で生じかねない交通障害への懸念を解消するための道

路施設の整備等に要する経費

ふるさとの森と川と海の保全及

び創造推進事業費

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

十和田湖・奥入瀬川水利用検証

事業費

十和田湖・奥入瀬川の新たな水利用方法について､ 環境へ

の影響や観光面での効果等を検証するのに要する経費

八戸港港湾計画調査費 八戸港の港湾計画改訂に当たり､ 港湾の現況､ 貨物量､ 課

題等を総合的に検討するための各種調査に要する経費

港湾利用国際化推進事業費 青森港及び八戸港の港湾利用国際化推進に向けたポートセー

ルス及び調査等に要する経費

八戸港埠頭一体貸付制度導入推

進費

八戸港におけるコンテナ貨物取扱量の一層の拡大を図るた

め､ 八太郎第２埠頭コンテナターミナルにおける埠頭一体貸

付制度導入に向けた国との協議に要する経費

青森空港エプロン等舗装予備調

査費

国庫補助制度を活用したエプロン等の舗装修繕のための予

備調査に要する経費

事 業 名 事 業 費 説 明



エコエアポート環境に優しい空

港事業費

青森空港の環境負荷軽減及び除排雪経費をはじめとする維

持管理費の削減を図るため､ 空港関係者からなる協議会の設

置・運営等に要する経費

ふるさと景観形成事業費 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

都市計画調査費 都市計画区域マスタープランを策定するため､ 都市計画法

に基づく都市計画基礎調査を実施するのに要する経費

街並み･まちづくりリーダー養

成事業費

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

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

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 改善 青森市 野木和団地 ( 戸)

浜館団地 ( 戸)

南桜川団地 (共同施設)

戸山団地 ( 戸)

弘前市 宮園団地 (共同施設)

八戸市 河原木団地 ( 戸)

五所川原市 広田団地 (共同施設)

十和田市 上平団地 ( 戸)

むつ市 金谷団地 (共同施設)

県内全域 火災報知機 ( 戸)

地上デジタル放送対応 ( 戸)

安心すまいアップ促進事業費 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､

県と青森県住宅リフォーム推進協議会が中心となって､ 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

住宅耐震診断推進事業費補助 地震による建築物崩壊被害を防ぐため､ 市町村が実施する

昭和 年５月以前に建築された住宅の耐震診断事業に対する

補助

東北新幹線建設対策費 東北新幹線鉄道整備事業費負担金

用地対策費

工事対策費

事 業 名 事 業 費 説 明



北海道新幹線建設対策費 北海道新幹線鉄道整備事業費負担金

工事対策費

下北半島縦貫道路を活用した救

命・救急医療の支援事業費

公立野辺地病院への救急搬送時間の短縮を図るため､ 公共

事業を活用して下北半島縦貫道路に救急車退出路を設置する

のに際し､ システム設計や救急車通過標示板の設置等を行う

のに要する経費

下北半島縦貫道路吹越バイパス

調査費

下北半島縦貫道路吹越バイパスの整備区間指定に向けた環

境影響調査及び予備設計に要する経費

(エネルギー総合対策局)

原子力メンテナンス参画サポー

ト事業費

県内に立地する原子力施設のメンテナンス業務に係る県内

企業の受注促進を図るためのメンテナンス業務参入に向けた

課題整理や情報収集等を行うワーキンググループの開催等を

通じ､ 受発注支援体制を構築するのに要する経費

電源立地地域対策費補助 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

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

発電用施設所在市町村等振興基

金造成費

電源立地地域対策交付金等の効率的な活用を図るための青

森県発電用施設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推進

事業費

新むつ小川原開発基本計画の目指す新たな方向性やむつ小

川原開発地区の有するポテンシャル等について広く情報発信

するためのシンポジウムの開催等に要する経費

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

むつ小川原ボーダレスエネルギーフロンティア構想をＰＲ

し､ 研究開発関連企業等のむつ小川原開発地区への誘致を図

るためのセミナーの開催等に要する経費

風力発電拠点化推進事業費 むつ小川原開発地区への風力発電システムのテスト機関の

誘致を図るため､ 風車認証制度に関連するビジネスモデル等

を国等へ提案するための研究会の開催に要する経費

原子力関連試験研究機関等立地

対策事業費

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 財 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 ＩＴＥＲ (国際熱核融合実験炉) 計画と並行して取り組ま

れる ｢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

事 業 名 事 業 費 説 明



核融合研究開発施設活用推進事

業費

ＩＴＥＲ計画と並行して取り組まれる ｢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｣ 等の立地を本県発展

のために活用していくための可能性について調査・検討する

のに要する経費

環境・エネルギー産業振興関連

経費

環境・エネルギー産業

振興事業費

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

水素・燃料電池ステッ

プアップ事業費

あおもり水素エネルギー創造戦略に基づき､ 産学官の連携

による水素エネルギーや燃料電池の普及､ 関連産業の振興を

図るための事業化調査に対する支援及び推進会議の開催等に

要する経費

エネルギー産業振興戦略関連経

費

エネルギー産業振興戦

略推進事業費

本県のエネルギー分野のポテンシャルを本県地域経済の活

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､ 策定した ｢青森県エネルギー産業振興戦略｣ の推

進体制の整備､ 情報発信等に要する経費

地域未利用エネルギー

活用推進事業費

本県に存在する土中熱､ 潮流エネルギー等の未利用エネル

ギーの活用に向けた調査・検討に要する経費

運輸部門省エネルギー

対策詳細調査事業費

運輸部門の省エネルギー・脱化石燃料対策等を本県におい

て推進していくための技術開発動向等の詳細調査に要する経

費

(警察本部)

交番・駐在所建築事業費 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移転

事業費

老朽化した弘前自動車運転免許試験場の移転新築に係る調

査設計に要する経費

スクールサポーター設置事業費 学校､ 保護者､ 地域等と連携し､ 児童の安全対策を図るた

め､ 警察署へスクールサポーターを配置するのに要する経費

事 業 名 事 業 費 説 明



心のこもった被害者支援事業費 平成 年 月に設立予定のあおもり被害者支援センター

(仮称) の周知等を図るための広報活動等に要する経費

子どもを守る地域ネットワーク

事業費

地域の連携による少年の健全育成の推進及び子どもを犯罪

から守る対策に要する経費

非行防止地域セーフティネット

事業費

地域､ 学校､ 警察等の連携による子どもの非行防止体制の

構築を推進し､ 少年の健全育成と被害防止を図るためのアド

バイザーの設置及びリーフレット等の作成に要する経費

交通マナーグレードアップ事業

費

飲酒運転・事故の防止及び子どもを交通事故から守るため

の運動等を展開するのに要する経費

交通安全施設整備費

国庫補助事業分 交通管制整備費

交通信号機改良費

交通信号灯器整備費

調査費

県単独事業分 交通信号機設置費

道路標識設置費

道路標示設置費

交通信号機移設費

調査費

交通信号機デザイン化事業費

救急車退出路活用救命搬送高度

化事業費

青森自動車道救急車退出路から県立中央病院までの救急搬

送の円滑化により､ 救命率の向上を図るための信号制御シス

テム等の整備に要する経費

(教育委員会､ 健康福祉部)

放課後子どもプラン実施費 地域・社会全体で子どもを育成し､ 子育てを支え合う環境

づくりを推進するための総合的な放課後対策の実施に要する

経費

(教育委員会)

あおもりっ子育みプラン 実施

費

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 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､ 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

事 業 名 事 業 費 説 明



授業力アップ推進事業費 小・中学校及び特別支援学校の児童生徒の学力等の向上を

図るため､ 教員の授業力及び指導力の向上を目的としたモデ

ル授業､ 研修会､ 特別支援教育連携協議会等を開催するのに

要する経費

私たちのふるさと理解推進事業

費

小・中学生に郷土に対する誇りと愛情を育むため､ 県内の

産業や生活等を掲載した総合的な副読本を作成するとともに､

活用する社会科担当教員を対象とした研修会を開催するのに

要する経費

いじめ対策事業費 いじめ問題の未然防止､ 早期発見､ 早期対応を図るため､

生徒指導担当者による会議の開催､ 相談体制の周知及びいじ

め根絶のためのテレビＣＭの放映に要する経費

教育相談体制整備費

スクールカウンセラー

配置事業費

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

時間電話相談事業費 いじめ問題への早期対応､ 早期解決を図るため､ 夜間・休

日を含む 時間体制で電話相談に応じる相談員の配置等に要

する経費

ハートケアアドバイザー

配置事業費

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

子どもと親の相談員等

活用調査研究事業費

不登校や問題行動等の未然防止や早期発見､ 早期対応など

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

及び生徒指導推進協力員を小学校に配置するのに要する経費

問題を抱える子ども等

の自立支援事業費

不登校､ 暴力行為､ いじめなどの未然防止や早期発見､ 早

期対応を図るため､ 児童生徒の支援への効果的な取組みに関

する調査研究を実施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

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 地区に配置するのに要する経費

学習サポート推進事業費 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

事 業 名 事 業 費 説 明



アレコレドキドキ体験事業費 小学生の豊かな感性や想像力を養い､ 郷土への愛着や歴史

への理解を深めるため､ 県立美術館や青森県の縄文遺跡群等

を活用した活動プログラム・事例集を作成し､ 普及するのに

要する経費

実力養成セミナー開催事業費 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

に優れた講師による医学部等難関学部に係る受験指導システ

ムの構築に要する経費

進学力ステップアップ支援事業

費

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

平成 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 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 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

特別支援学校就職促進事業費 特別支援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

の配置に要する経費

夢実現人づくりプラン実施費 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

地域と育む子どもイキイキ事業

費

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支援する地域コーディ

ネーター及び特別支援教育ボランティアを養成するとともに､

退職教員学校支援人材センターの設置に要する経費

未来を切り拓く ｢逞しい高校生｣

育成事業費

高校生の企画力や行動力等の向上を図るため､ 事業推進の

実行委員会を組織し､ 指導者・高校生研修会の開催や実践活

動等へ参画することにより逞しい高校生を育成するのに要す

る経費

事 業 名 事 業 費 説 明



チャレンジ体験スクラム事業費 子どもたちの将来の夢に向かってチャレンジする心を育む

ため､ ＮＰＯ､ 企業等と連携した多様な体験活動を推進し､

チャレンジする気持ちを持った子どもを育成するのに要する

経費

｢おやくにたちます！｣ 図書館

戦略推進費

県立図書館において､ 産業の創造､ 起業・創業に向けての

産業支援や地域､ 住民に対する支援等のサービスを推進する

のに要する経費

キャリア学習支援者育成事業費 若者世代のキャリア形成の実現のため､ 町内会・自治会の

活動者､ 企業ＯＢ､ ＰＴＡの役員等をキャリア学習支援者と

して育成するための講演会､ 講座を開催するのに要する経費

下北少年自然の家改修費 青少年教育施設としてむつ市が施設を継続して安全に活用

するための改修に要する経費

地域ぐるみの学校安全体制整備

推進事業費

児童生徒の学校での安全確保のため､ スクールガード・リー

ダーを配置し､ 学校の巡回指導等を実施するとともに､ 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推進

のための実践的な取組みを実施するのに要する経費

平成 年度全国高等学校総合体

育大会開催準備事業費

平成 年度に北東北三県で開催する全国高等学校総合体育

大会の準備に要する経費

全国中学校体育大会開催費補助 平成 年度に本県において開催される全国大会の開催に要

する経費に対する補助

選手強化対策事業費補助 本県スポーツの競技力向上を図るのに要する経費に対する

補助

第 回全国スポーツ・レクリエー

ション祭開催費負担金

平成 年９月に開催する第 回全国スポーツ・レクリエー

ション祭に要する経費に対する負担金

三内丸山遺跡展示・収蔵機能検

討調査費

三内丸山遺跡展示室の老朽化対策及び遺跡内における重要

文化財の展示のため､ 縄文時遊館の利活用を含めた展示・収

蔵機能のあり方を検討調査するのに要する経費

あおもりＪＯＭＯＮ発信事業費 三内丸山遺跡をはじめとした青森県の縄文遺跡群の世界遺

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､ あおもり縄文まほろば展を開催するのに要する経

費

世界遺産暫定リスト登載推進事

業費

三内丸山遺跡をはじめとした青森県の縄文遺跡群の世界遺

産登録を目指して､ 世界遺産暫定一覧表への登載に向けた調

査・研究等に要する経費

事 業 名 事 業 費 説 明



県立学校耐震診断事業費 昭和 年６月施行の耐震診断基準適用前に建築された県立

学校の耐震診断を実施するのに要する経費

県立学校校舎等建築調査設計費 青森西高校

県立学校校舎等建築費 青森工業高校

県立学校運動場用地造成整備費 青森東高校､ 八戸第二養護学校

事 業 名 事 業 費 説 明


