
（単位：千円）

事業数 金額

162 1,996,078

37 649,775

7 126,197

8 160,362

10 187,858

12 175,358

45 475,612

21 209,639

12 62,691

12 203,282

31 341,710

9 97,581

6 37,318

5 81,408

9 92,386

2 33,017

31 350,699

6 154,834

8 73,018

6 44,977

11 77,870

18 178,282

10 120,069

7 41,553

1 16,660

311 28,678,282

109 13,331,344

107 9,437,220

28 1,913,706

67 3,996,012

35 100,270

東青地域県民局 5 13,166 西北地域県民局 8 22,830

中南地域県民局 5 15,349 上北地域県民局 6 15,721

三八地域県民局 7 23,272 下北地域県民局 4 9,932

1 300,000

509 31,074,630計

市町村元気事業費補助

　　２　多様な労働力確保

　　２　女性の県内定着促進

　　３　移住・Ｕターン促進

    ④　未来へつなぐ「地域のゆりかご」プロジェクト

　　１　持続可能な地域づくり

　　２　「食」と「運動」で健康

　　２　保健・医療・福祉体制の充実

　　３　交通ネットワーク形成・買物支援の推進

　　４　多様な主体・人財の参画・協働

    ⑤　健康ライフ実現プロジェクト

　　１　県民の健やか力向上

　　３　立体観光の推進

　　４　観光消費の拡大

④　教育・人づくり分野

地域別計画推進事業　計

　　１　魅力ある雇用の創出

　　３　生産性向上・働き方改革

    ③　「住みたいあおもり」若者・女性プロジェクト

　　１　高校生・大学生の県内定着促進

　　４　魅力ある生活環境づくり

　　５　結婚・妊娠・出産・子育てしやすい環境づくり

　　②　多様なしごと創出プロジェクト

４分野　計

①　産業・雇用分野

②　安全・安心、健康分野

③　環境分野

　　３　こころの健康

　　①　「選ばれる青森」食と観光成長プロジェクト

　　１　食の商品力を極める

　　２　食の販売力を極める

平成３１年度「選ばれる青森」への挑戦推進事業
（平成31年度当初予算）

　青森県基本計画「選ばれる青森」への挑戦では、めざす姿の実現に向けて、５つの戦略プロ
ジェクト、４つの分野別取組により政策・施策の取組の重点化を図ります。また、地域県民局で
は、地域別計画に掲げる地域のめざす姿の実現のため、地域別計画推進事業を実施します。

戦略プロジェクト　計
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新 あおもり米「青天の霹靂」ブランド強化推進事業 70,127 千円 農林水産部

新 酒造好適米「吟烏帽子」ブランド化推進事業 4,500 千円 農林水産部

新 おうとう「ジュノハート」ブランド化戦略推進事業 22,517 千円 農林水産部

地域産品ブランド構築促進事業 8,174 千円 農林水産部

「青天の霹靂」が牽引する「あおもり米」レベルアップ事業 17,285 千円 農林水産部

特産地鶏「青森シャモロック」ひな増産促進事業 1,679 千円 農林水産部

売れる「新サーモン」利用促進事業 1,915 千円 農林水産部

２　食の販売力を極める

新 「業務用食品」提案型セールス活動推進事業 8,041 千円 農林水産部

新 「あおもりの肴」消費拡大レベルアップ事業 5,724 千円 農林水産部

事業数７、事業費126,197千円　

　県外の中食・外食業者等を対象とした、本県ならではの業務用食品の提案型
セールス活動を展開し、県内食品加工業者とのマッチングを支援する。

　県産水産物の知名度を向上させるため、「あおもりの肴」の強みを生かして
販売力を強化するとともに、相性の良い県産品と組み合わせたプロモーション
を実施する。

食の商品力を極めるため、県産品のブランド価値の向上、農商工連携などによる付加価値の高い商品づ
くりを推進するとともに、青森ファンを増やし県産品のブランド価値を高める効果的な情報発信に取り組
む。

　デビュー５周年を迎えた「青天の霹靂」の上位ブランドとしての地位を確立
していくため、大消費地を中心に、購買意欲の喚起に向けた積極的かつ効果的
な取組を展開する。

　酒造好適米「吟烏帽子」とその清酒を全国に誇れるブランドに育てるため、
高品質生産に取り組むとともにファンづくりや情報発信を行う。

　「ジュノハート」の2020年度全国デビューに向けてブランド力を高めるた
め、関係団体・機関と連携して高品質果実の生産拡大に取り組むとともに、認
知度の向上を早急に図る。

事業数８、事業費160,362千円　
食の販売力を極めるため、これまで構築してきた販売ネットワークを活用した地域による主体的な販売

促進活動を展開するとともに、「Ａ！Ｐｒｅｍｉｕｍ」などを活用した国内外市場の開拓と販路拡大に取
り組む。

　本県の強みである豊富な農林水産品や食品製造業、流通販売業、飲食店、グリーン・ツーリズムなどの食に
関わる産業と、多彩な地域資源を生かし成長する観光との連携を一層強化し、「経済を回す」取組のけん引役
として更なる成長をめざし、国内外に向けた「消費の拡大、販路の拡大」の取組を重点的に推進する。

【事業数37、事業費649,775千円】　

１　食の商品力を極める

　戦略プロジェクト１　「選ばれる青森」食と観光成長プロジェクト
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新 ロジスティクス活性化事業 58,770 千円 県土整備部

新 東アジア観光連動型輸出拡大強化事業 21,630 千円 観光国際戦略局

「Ａ！Ｐｒｅｍｉｕｍ」連携西日本エリア販売強化事業 17,016 千円 農林水産部

あおもり産品販売力定着・発展推進事業 28,004 千円 農林水産部

東京オリパラ対策県産品情報発信事業 9,450 千円 農林水産部

青森りんご輸出販売力強化事業 11,727 千円 農林水産部

観光国際戦略局

３　立体観光の推進

新 津軽海峡交流圏形成促進事業 14,387 千円 企画政策部

新 地域交通等活用周遊観光促進事業 12,946 千円 企画政策部

観光国際戦略局

新 台湾定期便等就航対策事業 50,371 千円 企画政策部

観光国際戦略局

新 クルーズ船誘致営業推進事業 23,585 千円 県土整備部

観光国際戦略局

新 青函周遊観光定着化事業 37,688 千円 観光国際戦略局

アプリを活用した空港二次交通強化事業 3,890 千円 企画政策部

奥津軽いまべつ駅利用促進等事業 14,260 千円 企画政策部

蟹田・脇野沢航路利用促進による津軽海峡交流圏周遊促進事業 9,416 千円 企画政策部

青森・ソウル線利用拡大事業 16,507 千円 企画政策部

青函エリア情報発信強化事業 4,808 千円 観光国際戦略局

事業数10、事業費187,858千円　
立体観光の推進に向け、陸路・海路・空路といった多様な交通手段の充実を図るとともに、津軽海峡交

流圏などの広域・周遊観光の一層の推進、好調なインバウンド需要の獲得に向けた国際定期便やチャー
ター便等の活用による誘客促進に取り組む。

　地域公共交通等の観光利用を促進するため、多様な地域公共交通の情報を取
りまとめたポータルサイトを構築するとともに、外国人観光客向けの二次交通
運行実証実験等を実施する。

　外国クルーズ船の寄港拡大を図るため、営業力強化のためのマーケティング
調査及びＰＲ動画作成を実施するとともに、船社等とのネットワーク強化に向
けた海外ポートセールス等を行う。

　「青森県ロジスティクス戦略」に基づく将来の北東アジアにおけるグローバ
ル物流拠点化を図るため、｢Ａ！Ｐｒｅｍｉｕｍ｣の活用を引き続き促進するた
めの取組みや、北極海航路の寄港可能性に係る研究等を実施する。

　県内企業の東アジアへの輸出拡大を図るため、台湾・上海企業の有力者等を
招請してのビジネスツアー、上海・香港・台湾の現地企業を活用した商談支
援、台湾での物産と観光との連動によるプロモーション等を実施する。

　津軽海峡交流圏の形成を促進するため、道南地域との連携を更に深めなが
ら、モデル的な取組や圏域内の経済交流を活発化する取組を展開するととも
に、認知度向上に向けた情報発信を行う。

  台湾定期便の利用促進を図るため、テレビＣＭ等のキャンペーン、台湾と青
森との相互交流、台湾航空会社とのタイアップ広告、台湾航空会社等へのトッ
プセールス等を行う。

  本県及び道南地域への周遊型・滞在型観光の定着を図るため、首都圏主要駅
等でのイベントや旅行商品のＰＲ、ＪＲ東日本と連携した観光キャンペーン等
を行うとともに、テレビ旅番組とのタイアップ等により本県及び道南地域の縄
文遺跡群の魅力を発信する。
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４　観光消費の拡大

新 「あおもり食のエリア」活用による地産地消推進事業 3,967 千円 農林水産部

新 あおもり型農泊確立推進事業 15,676 千円 農林水産部

新 8,188 千円 観光国際戦略局

新 外国人に選ばれる観光地域づくり推進事業 7,033 千円 観光国際戦略局

新 宿泊旅行客獲得推進事業 6,939 千円 観光国際戦略局

新 青森ファン企業拡大推進事業 6,100 千円 観光国際戦略局

新 韓国誘客対策強化事業 28,837 千円 観光国際戦略局

新 台湾誘客対策強化事業 22,437 千円 観光国際戦略局

新 中国誘客対策強化事業 29,016 千円 観光国際戦略局

事業数12、事業費175,358千円　

　十和田八甲田地域での食と自然を組み合わせた上質な滞在型観光モデルを構
築するため、コンセプトブックの制作やプロモーション活動・現地視察を行
う。

　郷土料理やご当地料理により地産地消を推進するため、「食のエリア」の登
録料理を活用し観光分野と連携した誘客効果の高いプロモーションを行う。

　急増する訪日外国人旅行者の市場も取り込んだ「あおもり型農泊」推進のた
め、滞在型旅行商品の造成をはじめ、観光部局と連携した情報発信やプロモー
ションを展開する。

観光消費の拡大に向け、グリーン・ツーリズムなどの本県の地域資源を生かした各種テーマ観光や通年
観光の更なる推進、着地型旅行商品の開発など、青森ならではの新しい魅力を創出し、ターゲットに応じ
た戦略的な情報発信に取り組む。

また、外国人観光客に向けた県産品等の購入や長期滞在による宿泊の増加を促す取組を進めるととも
に、消費行動につながる受入態勢の整備等を促進するなど、滞在時間の増加と滞在の質の向上に努めると
ともに、投資を呼び込む観光産業の実現に取り組む。

食と自然による滞在型観光モデル構築事業

　青森の原風景に育まれたコンテンツ等を活用して、外国人が共感し、感動を
与えられるグローバルな観光地域のモデルケースを確立するため、地域づくり
の推進や情報発信等の環境整備を行う。

  本県への宿泊客の増加を図るため、ＪＲ東日本との連携による旅行会員向け
の青森県講座や旅行会員誌での広告宣伝等を実施する。

  本県に縁のある県外企業の研修旅行等を誘致するため、企業において本県の
魅力を伝えるプロモーション活動を行うとともに、研修担当者等を対象とした
モニターツアー等を実施する。

　韓国人旅行者の広域周遊につなげるため、インフルエンサーやメディアを活
用した情報発信等に取り組むほか、韓国における県内中小企業等の販路開拓を
図るための北東北三県と北海道の共同による現地商談会等を実施する。

　台湾の個人旅行者や若年層をターゲットとしてレンタカー旅行の促進やブロ
ガー招請による情報発信、教育旅行の誘致に向けた学校関係者の招請等を行
い、新しいターゲット層の獲得に向けた取組を強化する。

　航空会社やオンライン旅行会社等と連携し、団体旅行、個人旅行などの旅行
形態に対応した取組を行うほか、今後の需要が見込まれる中国内陸部からの誘
客を促進するため、旅行会社等の招請による認知度向上を図る。
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新 香港誘客対策強化事業 10,036 千円 観光国際戦略局

世界から選ばれる青森インバウンド誘客推進事業 18,011 千円 観光国際戦略局

下北地域観光滞在促進事業 19,118 千円 観光国際戦略局

下北地域県民局

　これまで実施してきた航空会社・旅行会社へのアプローチに加え、個人旅行
化が進んでいる香港市場に対応するため、物産と観光が連動した取組を行うこ
とで、新たな顧客層への認知度向上と誘客促進を図る。
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新 中小企業等事業承継促進強化事業 3,507 千円 商工労働部

新 中小企業営業力パワフル支援事業 11,530 千円 商工労働部

新 食関連産業等投資促進事業 9,425 千円 商工労働部

新 情報・クリエイティブ関連産業誘致強化・促進事業 6,277 千円 商工労働部

新 新産業海外展開推進事業 12,546 千円 商工労働部

新 あおもりイノベーション事業化促進事業 15,346 千円 商工労働部

新 ＡＩ・ＩｏＴ関連産業創出事業 15,972 千円 商工労働部

新 「あおもりの木」利用拡大推進事業 5,200 千円 農林水産部

　県産材の利用拡大を図るため、一般県民に対して県産材の魅力発信を行うと
ともに、県外での新たな販路開拓に取り組む。

　円滑な事業承継へ向け、国の支援事業と連携しながら、経営者等に対して早
期取組の必要性などの気づきを与える事業承継診断の受診を促すとともに、支
援機関のサポートを強化し事業承継を促進する。

　本県のものづくりと加工食品分野に係る中小企業者の営業力を強化するた
め、専門商社等のネットワークを徹底活用し、営業力のスキルアップを図るノ
ウハウ研修や「攻めの個別営業」を展開する。

　食品製造や食品機器メーカーなど“食”を切り口とした幅広い産業をター
ゲットに、立地可能性調査や農商工連携による営業活動等を展開し、食品関連
産業の県内投資促進に取り組む。

　本県人財が活躍できる情報・クリエイティブ関連産業等の誘致により、若
者・女性に魅力ある仕事や県内定着・還流促進に資する仕事づくりに取り組
む。

　台湾を中心に海外をターゲットとしたグローバルな視野に基づく県内企業の
振興のため、あおもりＰＧの販路開拓・拡大に向けた輸出支援や現地プロモー
ション、情報関連産業の現地ネットワーク構築、海外展開に向けた知財活用の
支援等を行う。

　独自の技術、ノウハウ等を有し、今後市場への展開が有望な県内企業の成長
を支援する。

　市場拡大が見込まれ、かつ県内企業のニーズが高いＡＩを活用したビジネス
創出に新たに取り組むとともに、ＩｏＴ ・ドローンを活用した新ビジネス創
出をさらに推し進め、青森発の新産業創出を図る。

魅力ある雇用の創出のため、成長分野への県内企業の参入の促進、創業・起業支援の充実・強化、産学
官金連携や知的財産の活用などを通じた新産業・新事業の創出、金融機関等と連携した円滑な事業承継を
促す態勢の強化、本県の強みを生かした分野での戦略的な企業誘致活動に取り組む。

　戦略プロジェクト２　多様なしごと創出プロジェクト

【事業数45、事業費475,612千円】　

　創業・起業の推進、新産業の創出など多様な雇用を創出するほか、各産業分野における働き方改革の推進や
労働力の確保、最新機械・技術等の導入による生産性向上等の取組を推進する。

１　魅力ある雇用の創出

事業数21、事業費209,639千円　
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新 アクティビティガイド育成支援事業 5,202 千円 観光国際戦略局

新 先駆的海外ビジネス展開支援事業 3,687 千円 観光国際戦略局

新 青森工芸品海外販路開拓事業 14,102 千円 観光国際戦略局

新 リチウム回収技術を活用した産業創出事業 6,000 千円

新 量子科学センター産学連携活動促進事業 4,615 千円

創業・起業支援推進力強化事業 32,315 千円 商工労働部

地域資源活用産業振興事業 17,177 千円 商工労働部

健康志向による県産スイーツ付加価値向上事業 8,871 千円 商工労働部

海外連携型ものづくりイノベーション創出事業 3,925 千円 商工労働部

「超スマート社会」ビジネス創出実証事業 8,924 千円 商工労働部

風力発電メンテナンス県内受注拡大事業 9,542 千円

未利用熱活用モデル構築事業 6,176 千円

地域エネルギー事業ステップアップ支援事業 9,300 千円

新 新しい薬剤師の人財創出事業 5,246 千円 健康福祉部

新 6,031 千円 県土整備部

誘致企業人財獲得加速化支援事業 8,484 千円 商工労働部
労働力人口確保に向けた生涯現役促進事業 4,747 千円 商工労働部
農福連携の推進体制強化事業 2,495 千円 農林水産部
地域農業労働力補完システム構築事業 13,354 千円 農林水産部

　県内アクティビティガイドの自立促進を図るため、アクティビティの充実と
県内周遊の仕組みづくりを進め、本県ならではのアクティビティの魅力を市場
に定着させる。

２　多様な労働力確保

事業数12、事業費62,691千円　
多様な労働力の確保に向けて、若者・女性・高齢者などの潜在的な労働力の活躍促進を図るほか、新た

な労働力の掘り起こしに取り組む。

　県内中小企業の海外展開を促進するため、最新の海外ビジネスに関する調査
を行うとともに、専門家による商談支援や、セミナー等に取り組む。

　本県工芸品の海外販路を開拓するため、海外取引に必要な知識の習得を目的
としたセミナーを開催するとともに、フランスで開催される国際見本市へ出展
し、海外バイヤーとの商談機会を創出する。

　産学官による検討会（リチウム回収技術を活用した産業創出検討会）を開催
し、量子科学技術研究開発機構のリチウム回収技術を活用した産業創出策につ
いて具体的に検討する。

　量子科学センターの人財育成や研究開発での利用を向上させるため、県内外
におけるユーザーの開拓及び研究成果の地域への還元を目指した産学連携活動
を促進する。

エネルギー総合対策局

エネルギー総合対策局

エネルギー総合対策局

　薬剤師人財を確保するため、高校生、大学生を対象とした情報発信等や、県
外で勤務する薬剤師のＵＩＪターン促進に取り組む。

　土木系人財数の底上げを図るため、パートナーシップ協定に基づく「情報・
連携基盤」等を活用し、インフラの価値を伝える教材の作成や、その活用基盤
の構築を産官学連携で取り組む。

エネルギー総合対策局

エネルギー総合対策局

「Ａｏｍｏｒｉインフラアカデミー」推進事業
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次代を担うあおもり農業人財スカウト事業 2,860 千円 農林水産部
果樹生産労働力不足対策事業 4,868 千円 農林水産部
畜産の担い手・労働力確保対策事業 3,947 千円 農林水産部
未来の林業を担う人財獲得事業 1,338 千円 農林水産部
あおもり漁業の魅力体験事業 3,148 千円 農林水産部
建設業の未来を担う人づくり推進事業 6,173 千円 県土整備部

新 ＡＩ・ＩｏＴ等に対応した生産性向上支援事業 19,698 千円 商工労働部

新 労働力不足に対応した先端農業技術導入推進事業 4,130 千円 農林水産部

新 あおもりながいも産地力強化推進事業 6,048 千円 農林水産部

新 陸奥湾ほたてがい養殖効率化事業 3,328 千円 農林水産部

保育サービス提供体制構築支援事業 5,537 千円 健康福祉部
障害者就労施設工賃向上支援事業 4,848 千円 健康福祉部
プロフェッショナル人材確保支援事業 15,826 千円 商工労働部
ものづくり企業職場力向上支援事業 13,500 千円 商工労働部
あおもりの強みを生かす人財確保育成事業 112,000 千円 商工労働部
ＩＣＴを活用したするめいか漁情報発信事業 1,774 千円 農林水産部
建設業技術力向上・開発支援事業 3,584 千円 県土整備部
観光サービス産業生産性向上事業 13,009 千円 観光国際戦略局

　農業労働力不足を克服するため、産地のニーズに即したＡＩやＩＣＴ等を活
用した先端農業技術の開発及び実証により、県内への導入を推進する。

　ながいも出荷量日本一の座を奪還するため、新技術の早期普及による生産力
の向上や労働力不足に対応した省力化、担い手の確保・育成に取り組む。

　ホタテガイ安定生産体制の強化を図るため、省力化に向けた協業化のモデル
づくりや潮流等対策技術の確立に取り組む。

　人口減少や第４次産業革命の進展等の経済環境の変化に対応し、県内企業が
持続的に発展していくため、ハード（設備投資や現場革新）ソフト（産業人材
の育成）両面から生産性向上を支援し、中小企業の経営基盤の強化を図る。

３　生産性向上・働き方改革

事業数12、事業費203,282千円　
各産業の実情を踏まえたＩＣＴ分野における革新技術（ＡＩ・ＩｏＴ）を活用した生産性の向上とこれ

を担う産業人財の能力開発の取組を推進する。
また、働き方改革に向け、業務効率化の促進、生産性の向上に向けた経営者の意識改革など、働き方の

見直しの取組を推進する。
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新 選ばれる県内企業魅力発信事業 15,570 千円 商工労働部

新 地域と連携したキャリア教育推進事業 5,593 千円 教育庁

「オールあおもり」大学・専修学校等魅力発信事業 6,575 千円 総務部

未来をつくる人財の地元定着・還流プロモーション事業 12,997 千円 企画政策部

クリエイティブ人財との連携による創造的商店街構築事業 3,801 千円 商工労働部

次世代技能者確保推進事業 3,911 千円 商工労働部

あおもりインターンシップ・就活応援事業 27,319 千円 商工労働部

若者しごと定着魅力発信事業 16,344 千円 商工労働部

地域の産業とビジネスを支える人づくり事業 5,471 千円 教育庁

新 女性の活躍推進加速化事業 4,211 千円 環境生活部

新 次世代「あおもりなでしこ」還流・就業促進事業 13,590 千円 商工労働部

２　女性の県内定着促進

事業数６、事業費37,318千円
女性の県内定着促進のため、県内企業における女性活躍推進に向けた職場環境の整備、女子学生の県内

定着、還流の促進、子育て世代や介護世代等、個々のニーズに合ったきめ細かい就業支援を行うととも
に、活躍の場を広げるためのネットワークの構築、キャリア支援に取り組む。

　中小企業等における女性活躍推進の取組を加速化するため、モデル企業への
実践支援による事例形成及び県内企業への波及を図るとともに、夫婦のパート
ナーシップ形成に向けた男性の家事参画促進のため、料理教室を開催する。

　本県出身の県外女子学生の還流、県内女子学生等の県内就職を促進するとと
もに、子育て世代や介護世代等幅広い女性人財に対して、個々のニーズに合っ
たきめ細かな就業支援を行うことで、潜在的労働力の掘り起こしを図り、県内
における女性労働力人口の確保を図る。

高校生・大学生の県内定着促進のため、高校や大学などと連携を図りながら、ターゲット・段階に応じ
た、本県の「くらし」や「しごと」に関する生徒・学生・保護者・教員・県内企業との相互理解を促進す
る取組を強化する。

　高校生・大学生の県内就職促進のため、生徒・学生や保護者等に対して地元
での就職の魅力や県内企業の情報を強力に発信するとともに、「選ばれる企
業」に向けた県内企業の自助努力を支援する。また、職業体験を通じて、小学
生の県内企業への関心を喚起し、未来の労働力の確保を図る。

　高校生の職業観・勤労観の育成と卒業後の県内定着を図るため、生徒のキャ
リア教育の活動を記録する教材と指導事例集の内容を検討するとともに、高校
と県内企業の理解促進のための講演会、企業訪問や交流会等を実施する。

　戦略プロジェクト３　「住みたいあおもり」若者・女性プロジェクト

【事業数31、事業費341,710円】

　一人でも多くの若者、女性の県内定着と還流の促進に向け、本県の「暮らし」や「しごと」に関する情報
を、ターゲットや段階に応じて提供していくほか、魅力ある生活環境づくりのため暮らしやすさの向上や文
化・芸術の情報発信等に取り組むとともに、移住相談体制の充実や結婚・妊娠・出産・子育てしやすい環境づ
くりなどに取り組む。

１　高校生・大学生の県内定着促進

事業数９、事業費97,581千円　
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新 女性が輝く建設業推進事業 6,041 千円 県土整備部

「奥入瀬サミット」ブランド化推進事業 4,353 千円 企画政策部

女性マーケティング人財育成事業 6,349 千円 商工労働部

農業女子確保育成事業 2,774 千円 農林水産部

新 攻めのＵＩＪターン就職推進事業 20,087 千円 商工労働部

青森県移住促進加速化プロジェクト事業 31,924 千円 企画政策部

関係人口拡大推進事業 6,208 千円 企画政策部

県外向け戦略的メディアミックス広報事業 14,249 千円 企画政策部

ＩＴテレワーカー流入推進事業 8,940 千円 商工労働部

新 オール青森で挑む！ＪＯＭＯＮ世界遺産登録推進事業 44,212 千円 企画政策部

新 リビングリテラシー波及促進事業 3,595 千円 県土整備部

新 太宰文学と演劇による青森芸術の魅力発信事業 20,000 千円 観光国際戦略局

ふるさとが誘う文化芸術魅力活性化事業 5,859 千円 環境生活部

世界自然遺産「ビジット白神山地」プロジェクト事業 3,055 千円 環境生活部

若者や女性にとって魅力ある生活環境づくりのため、自然、文化、芸術など本県が有している魅力への
気づきや誇りを喚起するとともに、暮らしやすさの向上を図るなど、安全・安心で快適な生活環境の整備
を進める。

　太宰生誕110年を記念し、新作「津軽」を制作、上演することで、「新たな
観光コンテンツ」としての「太宰文学」と「青森芸術」の魅力を発信し来館者
数の増加につなげる。

　県民一丸で世界遺産登録を目指す気運の醸成を図るため、多様な媒体、機会
を活用したプロモーションを展開するとともに、民間団体と連携して県内縄文
遺跡群における受入態勢の充実・強化を図る。

　住宅や住まい方に対する県民の意識醸成を図るため、業界団体と連携した出
前授業の実施、住教育支援サイトの制作、住生活学習イベントの開催等を行
う。

事業数９、事業費92,386円　

　建設業への女性の入職及び定着を促進するため、女性が活躍するイメージ
アップ動画を制作するとともに、女性活躍事例発表会、取組事例集の作成、県
内建設企業の実態調査等を実施する。

３　移住・Ｕターン促進

事業数５、事業費81,408千円　
移住希望者への効果的な情報発信、しごと・住まいの確保など受入態勢の整備、移住者の定着に向けた

サポート体制の強化など、ニーズを踏まえたきめ細かい支援の充実により、県外からの人財還流を一層促
進する。

　本県出身大学生等の県内企業への就職を促進するため、首都圏における県内
企業の採用・ＰＲ活動支援や大学生等の県内企業訪問等の旅費の負担軽減を図
るとともに、就職情報サイト等による情報発信の強化を行う。

４　魅力ある生活環境づくり
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女性の参画による防災力向上事業 2,012 千円 危機管理局

「地域のお宝」を学び地域活動を担う高校生育成事業 3,414 千円 教育庁

さんまる魅力まるごと発信事業 7,400 千円 教育庁

安全･安心防犯力向上対策事業 2,839 千円 警察本部

新 「みんなで子ども・子育てを応援！」推進事業 16,808 千円 健康福祉部

結婚支援協働サポート事業 16,209 千円 健康福祉部

結婚・妊娠・出産・子育て支援に向け、ワーク・ライフ・バランスの推進等により結婚や子育てを応援
する企業の拡大を図るなど、子どもを産み育てやすい環境を社会全体で支援する環境づくりを進める。

　子育てしやすい環境づくりのため、若者・女性の県内定着・還流につながる
働き方改革の推進や、将来を見据えた持続可能で包括的な地域の子育て支援体
制の検討の支援、子育てに対する気運醸成に取り組む。

５　結婚・妊娠・出産・子育てしやすい環境づくり

事業数２、事業費33,017千円
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新 市町村業務改革促進事業 4,900 千円 総務部

新 東京2020大会開催効果獲得推進事業 49,425 千円 企画政策部

新 青森県型地域共生社会の実現に向けた地域経営推進事業 70,816 千円 農林水産部

新 あおもり景観・観光まちづくり推進事業 8,560 千円 県土整備部

新 縄文遺跡群周辺景観形成事業 11,055 千円 県土整備部

新 青森型観光マーケティング強化促進事業 10,078 千円 観光国際戦略局

保健・医療・福祉体制の充実に向け、これらを担う医師や薬剤師、看護師、助産師等の医療従事者など
の人財の確保・定着等の取組の強化を図るとともに、地域医療構想の推進等による最適な医療提供体制の
整備、生活支援サービスを提供する仕組みづくりにつながる市町村の主体的な取組の促進など、「青森県
型地域共生社会」の実現のための取組を着実に推進する。

　人口減少・少子高齢化が進む中、更に少ない職員数での行政運営が予想され
る市町村において、限られた人的資源を、より付加価値の高い業務に振り向
け、質の高い行政サービスを持続的に提供できるよう、ＢＰＲの視点による業
務改革に主体的に取り組む市町村を支援する。

　2020年東京オリンピック・パラリンピック大会の開催効果を獲得し、その効
果を持続させていくため、県内の機運醸成やＰＲを行うほか、オリンピック聖
火リレーの実施に向けた準備を行う。

　青森県型地域共生社会の実現に向け、地域貢献に資する取組を重点的に支援
し、地域経営体のレベルアップを図るとともに、法人化や若手農業者のスキル
アップを促進し、担い手となる人財を育成する。

　持続可能な観光地再生モデルを創出するため、空き家・空き地を活用した景
観実証及びまちづくりの仕組みを実現する方針の策定を行う。

　三内丸山遺跡を始めとする「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録
に向け、対象市町の景観条例の制定支援及び緩衝地帯の景観形成モデル策定等
を行う。

　観光地経営の視点から、持続的な観光地域づくりを進めるため、次期観光戦
略のマネジメント体制の強化や人財育成を進めるとともに、モデルコンテンツ
を活用したマーケティング手法の確立に取り組む。

２　保健・医療・福祉体制の充実

事業数８、事業費73,018千円　

持続可能な地域をつくるため、超高齢化時代を見据えた多様な主体の連携による生活関連サービスの充
実、「地域経営体」の強化支援、観光を活用した地域づくりなど、担い手の育成に取り組む。

　戦略プロジェクト４　未来へつなぐ「地域のゆりかご」プロジェクト

【事業数31、事業費350,699千円】　

　人口が減少しても持続可能な地域づくりを進めるため、農山漁村における地域経営や観光を活用した地域づ
くり、保健・医療・福祉体制の充実、生活機能の維持・確保、多様な担い手の確保・育成などに取り組む。
　特に、2025 年の超高齢化時代を見据え、高齢者が住み慣れた地域の中で居場所や生きがいを持ち、安心し
て暮らせる環境づくりに向け、市町村や地域と連携しながら、地域主体の取組を促進する。

１　持続可能な地域づくり

事業数６、事業費154,834千円　

- 12 -



新 子ども・若者を地域で支える体制強化事業 4,374 千円 環境生活部

新 認知症地域支援体制構築推進事業 4,475 千円 健康福祉部

「青森県型地域共生社会」地域機能強化推進モデル事業 27,009 千円 企画政策部

6,263 千円 健康福祉部

訪問看護推進対策事業 11,541 千円 健康福祉部

生活支援サービス拡充深化事業 7,895 千円 健康福祉部

地域の子ども支援ネットワーク形成事業 5,341 千円 健康福祉部

医療的ケア児支援体制推進事業 6,120 千円 健康福祉部

新 地域公共交通ネットワーク構築推進事業 11,006 千円 企画政策部

新 青い森鉄道沿線連携推進事業 8,712 千円 企画政策部

2025年に向けた地域内交通ネットワーク構築支援事業 6,559 千円 企画政策部

あおもり型商店街買物サービス向上支援事業 5,918 千円 商工労働部

産直発「地元の元気づくり」応援事業 4,076 千円 農林水産部

奥入瀬フィールドミュージアム交通システム構築事業 8,706 千円 県土整備部

新 持続可能な青森県をめざすＳＤＧｓ推進事業 2,236 千円 企画政策部

　ニート、ひきこもり、不登校など、様々な課題を複合的に抱える子ども・若
者を地域で支える体制を強化するため、地域の関係機関、団体等が参画する地
域ネットワーク会議や県民向けフォーラムの開催等を行う。

　　認知症に対する地域での見守りと適切な治療や生活支援を提供する体制を
構築するため、市町村や県を越えた見守りネットワークに関する手引きの作
成、医療・介護関係者等による検討会の開催及び医療・介護の情報連携を図る
手帳のモデル的運用を実施する。

「青森県型地域共生社会」実現に向けた保健・医療・福祉機能強化支援事業

３　交通ネットワークの形成・買物支援の推進

事業数６、事業費44,977千円　
超高齢化時代を見据えた交通ネットワークの形成、移動販売や出張販売などによる買物支援等の仕組み

づくりに取り組む。

  2020年度に迎える全線開業10周年を契機に、青い森鉄道㈱と協力しながら、
開業から10年を経た沿線の環境変化や利用者等のニーズ変化を把握し、沿線の
事業所、学校、二次交通の担い手等の輸送ニーズにきめ細かく応えるための沿
線調査や意見交換会、利用キャンペーンを実施する。

　ＳＤＧｓセミナーの開催やＳＤＧｓの全国組織への参画等を通じて多様なス
テークホルダーとの連携を図り、ＳＤＧｓの取組を推進するとともに、多様な
主体のＳＤＧsの理解促進、普及啓発を進め、持続可能な青森県をめざす。

事業数11、事業費77,870千円　
多様な主体・人財の参画・協働に向け、住民主体の地域づくりを支える担い手の確保・育成、市町村等

の主体的な取組を促進するほか、多様な人財が活躍できる環境づくりに取り組む。

　県民が安心して移動・外出できる地域公共交通ネットワークの構築・維持の
ため、広域バス路線の再編を進めるとともに、公共交通の通勤利用を促進する
ための取組を行う。

４　多様な主体・人材の参画・協働
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新 誇りと共感の醸成による青森ブランド形成事業 5,745 千円 企画政策部

新 地域を創る次世代トップリーダー育成事業 6,070 千円 企画政策部

新 グローバル人財活躍・定着促進事業 3,202 千円 企画政策部

新 「未来の地域」共創支援事業 5,696 千円 企画政策部

新 明日のあおもりを支えるＩＣＴ利活用推進事業 5,067 千円 企画政策部

新 あおもり官民データ活用推進事業 3,768 千円 企画政策部

新 統計調査体制強化促進事業 2,291 千円 企画政策部

新 野生鳥獣管理対策強化推進事業 36,656 千円 環境生活部

次世代の人づくりプラットフォーム展開事業 3,842 千円 企画政策部

自立・持続する社会貢献活動促進事業 3,297 千円 環境生活部

　人と野生鳥獣とが共生できる環境づくりに向け、ニホンジカなどの管理体制
の強化を図るため、指定管理鳥獣の捕獲、生息数調査及び狩猟者の技術向上に
取り組む。

　2020年国勢調査を始めとする統計調査を安定して実施できる体制作りに向
け、県民及び大学生を対象に、統計調査や統計調査員活動への理解の向上を図
るとともに、統計調査員の確保策の県内展開を進める。

　ＩＣＴの利便性をより多くの県民に伝え、賢いＩＣＴの利活用につなげるた
め、最新のＩＣＴを県民が体験し、使用した感想などを事業者にフィードバッ
クすることができるフェアを開催するほか、障害者や高齢者を対象としたＩＣ
Ｔ機器活用講座を実施する。

　本県経済や地域づくり等を牽引していくトップリーダーを育成するため、県
内経営者等を対象に、戦略的な経営を学ぶ塾を開催し、全国の経営者等との交
流によるネットワークの拡大を図る。

　官民データの活用を県内全域に広げるため、官民データ利活用を推進する人
財の育成とネットワーク化を図るとともに、データ活用アイディアを募るコン
テストや市町村職員等向けのワークショップを開催する。

　市町村での地域づくりの取組を充実させるため、地域課題解決力の向上を図
る実践的ワークショップを開催するほか、大学生のインターンシップや市町村
若手職員対象の研修等を行う。

　グローバル化に対応できる人財の育成と活躍・地元定着促進に向けて、「グ
ローバル人財養成セミナー」等を実施するとともに、高校生・大学生向けにグ
ローバルに活躍する県内企業等の取組紹介と視察会を実施する。

　青森の価値に共感し、行動する人を増やすため、青森ブランドを牽引する新
たなジャンルなどに的を絞り、愛着心・誇りの醸成に向けたＰＲを行うととも
に、各分野におけるブランド化のストーリーをＨＰで連載するなど、県民の共
感の醸成につながる情報発信を行う。
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新 県民の未来と健康をマモル！タバコ対策事業 6,603 千円 健康福祉部

新 女性発信！農業者・漁業者の健やか力向上事業 5,113 千円 健康福祉部

新 あおもり型健康経営プロモーション事業 5,780 千円 健康福祉部

新 糖尿病と歯周病を切り口とした医科・歯科連携事業 4,468 千円 健康福祉部

新 青森ライフイノベーション戦略セカンドステージ推進加速化事業 50,130 千円 商工労働部

がん総合対策事業 12,892 千円 健康福祉部

民間協働型健やか力啓発事業 9,357 千円 健康福祉部

高血圧と不整脈から血管をマモル事業 4,876 千円 健康福祉部

オール青森で糖尿病リテラシー向上事業 7,625 千円 健康福祉部

国保糖尿病患者抽出・受診勧奨等促進事業 13,225 千円 健康福祉部

事業数10、事業費120,069千円　

「食」と「運動」による健康づくりに向けて、特に若者への働きかけを重視し、減塩や食育の推進など
による食習慣の改善や、運動習慣の定着など、健康増進の取組を強化する。

　相互に負の影響を与える歯周病と糖尿病の早期治療・重症化予防を図るた
め、医科・歯科連携の体制構築や研修会の実施、県民への普及啓発に取り組
む。

　健康増進法の改正に伴い、受動喫煙防止対策を積極的に行うとともに、この
機会を捉え、本県の高い喫煙率を下げるための喫煙防止対策を積極的に実施す
る。

　「青森ライフイノベーション戦略セカンドステージ」（平成28～32年度）に
基づき、医工連携の推進、ヘルスケアサービスの創出、あおもりＰＧ(プロテ
オグリカン）を始め機能性素材の活用に取り組む。

　「農林漁業」「医療、福祉」分野に重点的に健康経営の普及啓発を実施する
とともに、従業員の高齢化を踏まえた健康づくり担当者更新研修等を実施す
る。

　農協、漁協の各女性部と連携し、健康づくりの意識啓発を図るためのセミ
ナー開催や、働きながら健康づくりに取り組む夫婦の事例を紹介するリーフ
レットの作成等により、第一次産業従事者の健康づくりを推進する。

２　「食」と「運動」で健康

事業数７、事業費41,553千円　

　戦略プロジェクト５　健康ライフ実現プロジェクト

【事業数18、事業費178,282千円】　

　将来を担う子どもや若者を始め、県民の健康意識の向上、食生活や運動など生活習慣の改善、こころの健康
づくりなどの取組を進める。

１　県民の健やか力向上

県民の健やか力向上に向けて、県民の健康意識の向上と健康的な生活習慣の定着、幅広い職域や分野を
通じた取組の充実・強化を図り、働き盛り世代の死亡率の改善をめざす。
また、がん検診の質及び受診率の向上やがんに関する相談支援の充実など、がん対策の総合的・計画的

な取組を推進するとともに、受動喫煙防止対策について一層の強化を図る。
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新 無理のない減塩推進ムーブメント創出事業 3,604 千円 健康福祉部

新 みんながつながる食育推進事業 10,672 千円 農林水産部

新 みんなが主役！スポーツで健康づくり事業 5,800 千円 教育庁

白神岳魅力向上発信事業 2,240 千円 環境生活部

だし活！減塩ビジネス推進事業 10,011 千円 農林水産部

健康果実・青森りんごファンづくり強化事業 4,215 千円 農林水産部

子どもの健康づくり体制支援事業 5,011 千円 教育庁

新 生きることの包括的支援・自殺対策事業 16,660 千円 健康福祉部

　第３次青森県食育推進計画の目標である「健康で活力に満ちた暮らし」と、
2025年を見据えた「青森県型地域共生社会」の実現に向けて、県民のライフス
テージに応じた食育活動を展開する。

　県民がスポーツを通じた健康づくりに継続的に取り組む環境の充実を図るた
め、園児と保護者向けの体操教室、学生と高齢者とのスポーツ・レクリエー
ション等を通じた交流会、小学生と保護者向けのスポーツ意欲を高めるための
イベントを開催する。

　食品表示法の改正により、加工食品への栄養成分表示が義務化されることに
伴い、県民に対し減塩食品・表示等の活用の啓発を図り、食品製造・販売業者
に対し表示義務化と減塩に配慮した商品開発を促進する。

３　こころの健康

事業数１、事業費16,660千円　
こころの健康のため、早期発見のための仕組みづくりやハイリスク層への支援など実践的な自殺防止対

策の取組を進める。

　県の自殺対策計画の基本理念である「誰も自殺に追い込まれることのない青
森県」を実現するため、高齢者の居場所づくり支援、壮年期男性のメンタルヘ
ルス対策、子ども・若者へのＳＮＳを活用した相談支援や、多職種の連携に関
する研修実施などに取り組む。
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新 りんご黒星病発生防止対策事業 12,193 千円 農林水産部

新 りんご産地を協働で支える「加工専用園」体制構築事業 6,293 千円 農林水産部

新 水田地域基盤整備低コストモデル作成事業 4,154 千円 農林水産部

新 造成漁場と魚類養殖施設の一体化モデル実証事業 30,000 千円 農林水産部

新 土づくりを基本とした持続可能な農業拡大事業 6,570 千円 農林水産部

新 ＪＡによる農業経営等実践促進事業 1,750 千円 農林水産部

新 あおもりＫＡＷＡＩＩギフト創出事業 10,630 千円 農林水産部

新 魅力が伝わる農林水産業の情報発信事業 3,773 千円 農林水産部

新 八戸港県産品輸出ルート開拓事業 32,535 千円 県土整備部

新 ブランド産品認知度向上推進事業 2,342 千円 農林水産部

新 あおもり食品産業強化サポート事業 4,760 千円 農林水産部

　ＡＯＭＯＲＩブランドの知名度向上に向けて、ハイエンド志向の「女子」目線
を意識したＫＡＷＡＩＩ県産アイテムの情報発信に取り組むほか、ジュエリーブ
ランド等の他産業とのコラボ商品開発を行う。（庁内ベンチャー事業枠）

　農林水産業就業者の確保や農山漁村のイメージアップに向け、本県農林水産業
の魅力を効果的かつ分かりやすく県内外に伝えるための情報発信を行う。（未来
デザイン県民会議）

　利便性の高い新規航路開設により、県産品輸出増に資する八戸港の物流機能を
強化し、国際拠点港湾指定を目指す。

　産業・雇用分野（しごとづくりと所得の向上）

【事業数109、事業費13,331,344千円】

　農業・農村の持続的発展を図るため、農協が農業者の農業経営を補完する体制
づくりを支援するとともに、農協による生活機能の維持に資する地域貢献の取組
を促す。

　りんご黒星病の発生防止に向けた総合対策として、農協や研究機関等と連携し
て発生予察と防除技術を確立するとともに、効果的な薬剤散布方法の早期普及や
放任園対策の強化などに取り組む。

　りんご産地を維持するため、通常の栽培管理が困難な園地等を活用した「加工
専用園」の協働運営モデルの実証等を通じて、「加工専用園」の定着に向けた産
地体制の構築を図る。

　水田地域における効率的な高収益作物の生産を目指した基盤整備の低コストモ
デルを作成し、省力・低コスト化に対応した基盤整備を推進する。

　造成漁場の上に魚類養殖施設を設置し、長期間の激浪時に対応した魚類養殖の
ための給餌方法と漁場で天然魚介類が増殖する効果を実証する。

　本県の魅力や話題性のある情報などの効果的な発信、海外プロモーション戦略による計画的な活動の展開に
より、戦略的な誘客促進に取り組む。また、ビッグデータなどを活用した新しい視点によるビジネスモデルの
構築と実証等の実施や、ものづくり企業の海外取引の拡大に向けた技術連携やネットワーク構築の促進により
新たなビジネスモデルを創出するなど、県内における安定的で良質な雇用の創出・確保に取り組む。

１　アグリ分野の持続的成長

　将来にわたって安全・安心な農産物を安定的に生産・供給していくため、生産
の基盤である「土づくり」を基本に、持続可能な農業の拡大に取り組む。
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新 トップブランド商品創出事業 3,570 千円 農林水産部

新 大豆・小麦生産性向上対策事業 1,635 千円 農林水産部

新 命を守る農作業安全対策強化推進事業 1,713 千円 農林水産部

新 輸出拡大戦略推進事業 13,599 千円 観光国際戦略局

未来へつなげる水資源保全活動推進事業 2,773 千円 農林水産部

「ＧＡＰをする・とる」普及拡大推進事業 10,086 千円 農林水産部

水田を活用した野菜産地拡大事業 4,857 千円 農林水産部

ニンニクイモグサレセンチュウ撲滅対策事業 7,505 千円 農林水産部

能力の高い県産和牛増産対策事業 9,696 千円 農林水産部

畜産の農場ＨＡＣＣＰ及びＪＧＡＰ推進対策事業 2,684 千円 農林水産部

低コスト畑作物排水改良推進事業 4,809 千円 農林水産部

さけ稚魚生産システムステップアップ事業 2,113 千円 農林水産部

あおもり産品消費宣伝対策強化促進事業 61,146 千円 農林水産部

６次産業化ネットワーク活動事業 221,793 千円 農林水産部

「日本一健康な土づくり運動」推進事業 2,738 千円 農林水産部

環境変化に強い米づくり推進事業 1,083 千円 農林水産部

経営所得安定対策直接支払推進事業 173,046 千円 農林水産部

冬の農業生産拡大推進事業 2,971 千円 農林水産部

野菜等産地力強化支援事業 25,364 千円 農林水産部

果樹産地総合整備事業 602,760 千円 農林水産部

特産果樹産地育成・ブランド確立事業 7,500 千円 農林水産部

あおもり産野生きのこ安全性実証事業 6,966 千円 農林水産部

県産きのこ原木供給体制整備事業 1,297 千円 農林水産部

さけ・ます種苗放流事業 133,641 千円 農林水産部

産地パワーアップ事業 132,925 千円 農林水産部

農業生産総合対策事業費補助 719,395 千円 農林水産部

草地畜産基盤整備事業 47,297 千円 農林水産部

水産業強化支援事業費補助 6,500 千円 農林水産部

女性起業育成・フォローアップ事業 3,207 千円 農林水産部

農業人材力強化総合支援事業 909,587 千円 農林水産部

農地中間管理機構事業 194,431 千円 農林水産部

機構集積協力金交付事業 302,056 千円 農林水産部

農地有効活用促進・情報発信事業 1,280 千円 農林水産部

フレッシュファーマーズ育成定着支援事業 3,296 千円 農林水産部

農業経営法人化支援事業費補助 3,600 千円 農林水産部

経営体育成支援事業費補助 300,000 千円 農林水産部

あおもり食産業を守る獣医師確保・育成対策事業 11,095 千円 農林水産部

青森産品輸出拡大促進事業 12,358 千円 観光国際戦略局

東南アジア有望市場輸出展開支援事業 14,391 千円 観光国際戦略局

新 青い森鉄道外国人観光客利用促進事業 26,850 千円 企画政策部

新 中国航空路線運航推進事業 185,411 千円 企画政策部

観光国際戦略局

　外国人観光客受け入れのための環境整備を実施するとともに、鉄道を活用した
台湾との相互交流やＰＲを実施する。

２　世界から選ばれる「あおもりツーリズム」の推進

  本県と中国を結ぶ国際定期便の運航促進を図るため、本県の魅力や路線のＰ
Ｒ、現地の旅行エージェントとの連携による誘客宣伝活動及び現地旅行会社等へ
のトップセールス等を実施する。
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新 まるごとあおもりデジタルシフト事業 12,738 千円 観光国際戦略局

新 ＪＯＭＯＮ世界遺産登録ムーブメント観光消費拡大事業 14,758 千円 観光国際戦略局

新 インバウンド受入環境向上事業 6,400 千円 観光国際戦略局

新 タイ誘客促進対策事業 4,639 千円 観光国際戦略局

新 豪州誘客促進対策事業 8,532 千円 観光国際戦略局

新 欧米誘客対策強化事業 6,675 千円 観光国際戦略局

新 東北六県連携推進事業 65,110 千円 観光国際戦略局

海外メディア向け情報発信事業 13,090 千円 観光国際戦略局

アクティブラーニング教育旅行推進事業 4,958 千円 観光国際戦略局

中京・関西・九州誘客促進事業 20,502 千円 観光国際戦略局

国内誘客強化事業 7,774 千円 観光国際戦略局

選ばれる青森誘客促進事業 2,192 千円 観光国際戦略局

青森県観光案内所運営事業 5,177 千円 観光国際戦略局

青森県観光情報ネットワークシステム運営事業 4,932 千円 観光国際戦略局

観光コンテンツパワーアップ推進事業 7,718 千円 観光国際戦略局

あおもりツーリズム創発事業 3,970 千円 観光国際戦略局

まるごとあおもりインフルエンサー獲得事業 20,946 千円 観光国際戦略局

外国人観光客受入体制整備事業 2,008 千円 観光国際戦略局

十和田湖冬物語開催費補助 5,000 千円 観光国際戦略局

「あおもり冬紀行」推進事業 8,315 千円 観光国際戦略局

韓国人観光客誘致拡大事業 2,092 千円 観光国際戦略局

  東北地方への誘客及び周遊を促進するため、動画等による魅力発信を行うとと
もに、インフルエンサーの招請やソーシャルメディアを活用した情報発信等を行
う。

　多様化しているＷＥＢメディアやソーシャルメディアを戦略的に活用し、さま
ざまな青森ファンの特性に合わせた的確な情報発信手法を確立し、インターネッ
トによる情報発信力を高める。

　「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録に向けて、世界遺産登録
を契機に本県の観光消費額を一段上に押し上げるため、遺跡を巡る旅の需要に対
応するための着地型ツアーの造成を促進するほか、世界に「あおもり縄文」の魅
力を発信して来訪者の増加につなげる。（庁内ベンチャー事業枠）

  外国人観光客の受入れ環境を改善するため、観光関係者向け環境整備相談会を
開催するとともに、町村部における受入環境の改善に向けた事業者支援を行う。

　東南アジア各国の中で、本県への宿泊者数が最も多いタイをターゲットとし
て、旅行商品の造成や旅行会社との共同広告を行うとともに、インターネットに
よる情報発信力を強化し、本県の認知度向上を図る。

　四季を通じた豪州からの誘客を促進するため、冬季コンテンツの重点発信のほ
か、グリーンシーズンにおけるアクティビティ情報の整備とプロモーションの強
化を行う。

　欧米からの新規顧客を獲得するため、ＳＩＴ（Special Interest Tour。特別
な目的に絞った旅行）商品の造成に向けたプロモーションに取り組むほか、個人
旅行者向けの情報発信等を行う。
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新 エネルギー産業振興戦略プロジェクト構築事業 14,128 千円 エネルギー総合対策局

商店街を中心とした課題解決型街づくり支援事業 3,246 千円 商工労働部

ＣＯ₂フリー水素活用構想推進事業 14,120 千円 エネルギー総合対策局

原子力関連業務参入促進事業 4,000 千円 エネルギー総合対策局

核融合研究開発拠点形成推進事業 7,182 千円 エネルギー総合対策局

国際核融合拠点環境整備事業 98,045 千円 エネルギー総合対策局

量子科学人材育成事業 33,392 千円 エネルギー総合対策局

量子科学研究開発支援事業 40,000 千円 エネルギー総合対策局

新 あおもり移住支援事業費（起業支援事業分） 11,988 千円 商工労働部

新 ものづくり中小企業海外ビジネス強化事業 8,872 千円 観光国際戦略局

生業づくり推進事業 2,865 千円 企画政策部

中小企業提案力強化事業 7,286 千円 商工労働部

知財活用のニッチトップモデル構築事業 6,834 千円 商工労働部

知的財産総合活用促進事業 5,588 千円 商工労働部

知的財産活用新事業創出推進事業 7,435 千円 商工労働部

創業・成長産業推進金融対策事業費補助 100,220 千円 商工労働部

「売り上手あおもり」推進事業 1,567 千円 商工労働部

ビジネスサポートステーション運営事業 16,614 千円 商工労働部

建設産業新分野進出チャレンジ企業支援事業 4,110 千円 県土整備部

ターゲット産業立地推進事業 25,935 千円 商工労働部

青森県産業立地促進費補助 1,067,839 千円 商工労働部

（債務負担行為額設定額　3,000,000）

ＩＴ・コンタクトセンター関連産業立地促進事業 109,092 千円 商工労働部

自動車関連産業集積促進事業 9,407 千円 商工労働部

新 国内航空ネットワーク戦略的拡充事業 25,195 千円 企画政策部

　海外企業との取引拡大に取り組む県内ものづくり中小企業の裾野を拡大するた
め、台湾やベトナムにおいて商談会を開催するほか、アドバイザー派遣等による
県内企業の海外ビジネス展開のサポートに取り組む。

　国における新たなエネルギー基本計画の策定や再生可能エネルギーを取り巻く
環境の変化等に対応した効果的な取組みを推進するため、再生可能エネルギーの
現状を再点検するとともに、戦略プロジェクトの見直しを検討する。

３　ライフ・グリーン分野の産業創出

　国内航空の冬季利用の促進とネットワークの充実等により交流人口の拡大を図
るため、ＡＮＡの利用拡大、ＦＤＡ冬季３便運航の定着、三沢空港活性化、航空
需要の底上げ及び新規就航戦略調査に取り組む。

４　地域産業の振興による多様な「しごと」の創出

５　「経済を回す」ための基盤づくり

　東京圏からのＵＩＪターンによる起業の促進を図るため、東京圏から移住して
起業した者に起業支援金を支給する。
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新 あおもり移住支援事業費（移住支援事業分） 141,897 千円 商工労働部

新 あおもり酪農コントラクター育成事業 4,130 千円 農林水産部

新 青森港ユニット貨物拠点化推進事業 3,914 千円 県土整備部

人口移動統計高度利活用推進事業 1,708 千円 企画政策部

国際定期便新規就航等支援事業費補助 50,221 千円 企画政策部

地域活性化雇用創造プロジェクト推進事業 21,487 千円 商工労働部

ジョブカフェあおもり運営・推進事業 90,241 千円 商工労働部

離職者等再就職訓練事業 744,062 千円 商工労働部

障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業 29,582 千円 商工労働部

新規学校卒業者県内就職促進事業 2,730 千円 商工労働部

ＵＩＪターン人材誘致促進事業 4,070 千円 商工労働部

幹線道路ネットワーク整備事業 6,090,792 千円 県土整備部

　青森港の競争力を向上させ持続的に発展していくため、ユニット貨物の拠点化
に向けた取組を進める。

　コントラクターの育成による酪農家の労働負担軽減と、たい肥等を効果的に活
用した飼料増産を推進する。

　東京圏からのＵＩＪターンによる中小企業の人材確保を図るため、東京圏から
移住して中小企業等に就職した者に移住支援金を支給する。
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歯と口の健康づくり推進事業 11,132 千円 健康福祉部

健康あおもり21推進事業 2,145 千円 健康福祉部

あおもりの「食」を育む食育県民運動推進事業 5,946 千円 農林水産部

地域自殺対策推進センター運営事業 3,194 千円 健康福祉部

生活と健康をつなぐ法律相談事業 1,754 千円 健康福祉部

あおもりいのちの電話相談事業費補助 1,740 千円 健康福祉部

地域自殺対策強化事業 37,377 千円 健康福祉部

がん情報提供システム運営事業 5,268 千円 健康福祉部

肝炎特別対策事業 178,687 千円 健康福祉部

喫煙対策推進事業 3,242 千円 健康福祉部

大腸がん検診モデル事業 61,560 千円 健康福祉部

がん診療連携拠点病院機能強化事業 56,000 千円 健康福祉部

看護職員資格取得特別対策事業 20,858 千円 健康福祉部

地域医療支援センター事業 101,657 千円 健康福祉部

ハイリスク妊産婦アクセス支援事業費補助 5,040 千円 健康福祉部

地域周産期母子医療センター運営費補助 73,780 千円 健康福祉部

周産期医療システム運営事業 7,065 千円 健康福祉部

小児救急電話相談事業 14,909 千円 健康福祉部

小児救急医療支援実施事業運営費補助 9,930 千円 健康福祉部

ドクターヘリ運航事業 500,502 千円 健康福祉部

認知症対策普及支援事業 9,171 千円 健康福祉部

認知症介護実践者等養成事業 1,424 千円 健康福祉部

認知症疾患医療センター運営事業 22,176 千円 健康福祉部

介護人材育成認証評価制度事業 18,577 千円 健康福祉部

高次脳機能障害支援普及事業 3,370 千円 健康福祉部

難病医療ネットワーク運営事業 10,017 千円 健康福祉部

重症難病患者在宅療養支援事業 2,514 千円 健康福祉部

障害者就業・生活支援センター運営費 31,190 千円 健康福祉部

障害福祉サービス事業所等認証評価制度事業 2,779 千円 健康福祉部

医療的ケア児支援体制検討部会開催費 673 千円 健康福祉部

　安全・安心、健康分野（命と暮らしを守る）

【事業数107、事業費9,437,220千円】

　医療連携体制の強化や医師確保対策などに引き続き取り組むとともに、次代を担う子どもたちが健やかに育
つ環境の充実や子どもの貧困対策、子どもや高齢者などを犯罪と交通事故の被害から守るための対策に取り組
む。
　県民を災害や危機から守るため、地域における自主防災活動の活性化や新たな防災活動の担い手の育成など
により、地域の防災力の更なる強化を図る。

１　県民一人ひとりの健康づくりの推進

２　県民が、がんを知り、がんの克服をめざす対策の充実

３　質の高い地域医療サービスの提供

４　誰もが生き生きと安心して暮らせる環境づくり
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新 里親養育包括支援事業 20,221 千円 健康福祉部

地域子ども・子育て支援事業費補助 1,234,889 千円 健康福祉部

保育サービス事業所等認証評価制度事業 2,742 千円 健康福祉部

保育士・保育所支援センター事業 21,278 千円 健康福祉部

ひとり親家庭等医療費補助 479,086 千円 健康福祉部

ひとり親家庭等生活向上事業費補助 3,000 千円 健康福祉部

生活困窮世帯児童等学習支援事業 15,173 千円 健康福祉部

家庭福祉対策教育支援貸付費補助 113,081 千円 健康福祉部

特定不妊治療費助成事業 92,594 千円 健康福祉部

乳幼児はつらつ育成事業費補助 798,745 千円 健康福祉部

発達障害者支援センター運営事業 50,355 千円 健康福祉部

発達障害者支援体制整備事業 1,054 千円 健康福祉部

発達障害者支援体制促進事業 2,694 千円 健康福祉部

新 緊急事態応急対策等拠点施設整備費補助事業 51,370 千円 危機管理局

原子力施設環境放射線等監視事業 297,407 千円 危機管理局

原子力施設に係る安全確保対策事業 2,075 千円 危機管理局

原子力施設に係る環境放射線監視体制整備事業 362,907 千円 危機管理局

緊急時連絡網整備事業 80,287 千円 危機管理局

防災活動資機材等整備事業 59,238 千円 危機管理局

緊急時対策調査・普及等事業 37,296 千円 危機管理局

緊急事態応急対策等拠点施設維持管理事業 330,821 千円 危機管理局

原子力防災対策事業費補助 8,827 千円 危機管理局

モニタリング等広報事業 20,903 千円 危機管理局

新 いのち守るリフォーム普及推進事業 3,641 千円 県土整備部

新 学校と地域が一体になった防災教育推進事業 6,477 千円 危機管理局

新 自主防災活動促進事業 5,657 千円 危機管理局

　県民の自主防災活動を促進するため、自主防災組織等の活動
の活性化に資するネットワークづくりを行うとともに、地域防
災を担う人材を育成する。

新 災害対応要員防災力向上事業 2,033 千円 危機管理局

新 被災者生活再建支援基金出資金 476,118 千円 危機管理局

新 次世代消防団員確保対策事業 8,610 千円 危機管理局

　人口減少社会に対応できる地域防災体制を構築するため、次世代を担う子ども
を対象とした防災教育活動に活用する支援ツールの制作等を行う。

　県民の命を守り、健康寿命の延伸を図るため、耐震、断熱、バリアフリー及び
火災予防の各性能を向上させる部分的又は簡易なリフォームの普及を促進する。

７　災害や危機に強い人づくり、地域づくり

５　安心して子どもを産み育てられる環境づくり

６　原子力施設の安全確保対策と原子力防災対策の推進

　包括的な里親支援の実施体制を構築するため、県内３か所に里親養育包括支援
機関を設置し、里親募集と制度の普及促進、里親研修・トレーニング、里親の選
定・マッチング、里親訪問支援・相談対応等を行う。
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自治体情報セキュリティクラウド推進事業 254,080 千円 企画政策部

災害医療コーディネート体制強化事業 4,177 千円 健康福祉部

保健医療調整本部等体制整備事業 3,517 千円 健康福祉部

新型インフルエンザ等対策推進事業 163,897 千円 健康福祉部

漁港海岸の陸閘管理における防災対策事業 12,830 千円 農林水産部

下北地域広域避難路確保対策事業 2,072,000 千円 県土整備部

住宅耐震診断推進事業 4,856 千円 県土整備部

住宅耐震改修促進支援事業 3,866 千円 県土整備部

津波災害警戒区域指定に関する基礎調査事業 56,019 千円 県土整備部

洪水浸水想定区域策定事業 44,004 千円 県土整備部

洪水等タイムライン策定事業 6,427 千円 県土整備部

緊急排水体制構築事業 17,073 千円 県土整備部

青森港高潮浸水想定区域策定事業 9,222 千円 県土整備部

市町村防災力強化支援事業 2,620 千円 危機管理局

大規模災害等防災力強化推進事業 13,370 千円 危機管理局

実践的防災教育推進事業 2,465 千円 危機管理局

災害対応力向上・緊急対策事業 12,530 千円 危機管理局

災害対策警察活動基盤整備事業 10,178 千円 警察本部

県民を守る「警察力」強化事業 4,661 千円 警察本部

新 6,690 千円 環境生活部

教育庁
警察本部

新 交通事故抑止対策「人と車の両面サポート」推進事業 3,239 千円 警察本部

新 サイバーテロ対策事業 3,709 千円 警察本部

新 犯罪被害者等支援推進事業 1,565 千円 環境生活部

県税クレジット収納事業 1,517 千円 総務部

生活交通バス緊急整備費補助 25,382 千円 企画政策部

シルバー交通安全サポート事業 5,843 千円 環境生活部

警察本部

消費者行政推進事業 44,748 千円 環境生活部

多重債務者対策費 75,538 千円 環境生活部

ＨＡＣＣＰ普及・推進事業 7,576 千円 健康福祉部

食の安全を担う獣医師確保対策事業 11,169 千円 健康福祉部

（債務負担行為額設定額　10,800）

感染症発生動向調査事業 9,733 千円 健康福祉部

風しん抗体検査事業費補助 2,198 千円 健康福祉部

ＤＶ被害者等総合支援事業 6,591 千円 健康福祉部

ＤＶ防止広報事業 968 千円 健康福祉部

青少年の安全・安心なネット利用環境づくり推進事業

　交通事故抑止対策として、歩行者保護及び危険予測運転の推進を図るため、危
険予測トレーニング講習会の開催、モデル事業所での歩行者保護実践モデルの実
施、広報ステッカー活用による啓発活動を行う。

　県内企業及び関係機関のサイバーテロに対する意識の向上と対処能力の向上を
図るため、セミナーを開催するとともに、官民一体となった共同対処訓練を実施
する。

８　安全・安心で快適に暮らせる生活環境づくり

　青少年のインターネット利用におけるモラルやリテラシーの向上を図るため、
インターネットを介したいじめや犯罪被害の危険性等を啓発するキャンペーン、
学校や家庭で活用する指導啓発用リーフレットの作成、規範意識醸成に向けた動
画の配信等を行う。
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地域生活定着支援事業 16,167 千円 健康福祉部

県産農畜産品の安全確保対策事業 11,833 千円 健康福祉部

流通食品安全対策重点事業 2,631 千円 健康福祉部

食品の放射性物質検査事業 571 千円 健康福祉部

牛海綿状脳症対策事業 862 千円 健康福祉部

県産農林水産物放射性物質調査事業 8,117 千円 農林水産部

食の信頼確保推進事業 3,878 千円 農林水産部

被災者住宅再建支援事業費補助 3,700 千円 県土整備部

道の駅よこはまエリア地方創生拠点形成事業（国道改築事業費） 681,427 千円 県土整備部

県外避難者支援対策事業 3,946 千円 危機管理局

あおもり創造的復興支援事業 1,680 千円 危機管理局

東北四県・東日本大震災復興フォーラム開催等事業 2,226 千円 危機管理局

子供と女性を性犯罪等から守るための対策事業 3,287 千円 警察本部

ストーカー・ＤＶ等被害者保護対策事業 381 千円 警察本部
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新 自然公園の保護と利活用推進事業 4,033 千円 環境生活部

新 再造林の促進に向けた先導的林業事業体育成事業 3,380 千円 農林水産部

下北半島ニホンザル保護共生対策管理事業 1,682 千円 環境生活部

津軽地域ニホンザル保護管理対策事業 1,459 千円 環境生活部

松くい虫被害対策関連事業 96,951 千円 農林水産部

ナラ枯れ被害防止対策事業 8,254 千円 農林水産部

鳥獣被害防止対策実施体制強化事業 11,931 千円 農林水産部

あおもりエコ農産物生産拡大事業 2,551 千円 農林水産部

環境にやさしい農業管理技術向上事業 1,042 千円 農林水産部

環境保全型農業直接支払交付金事業 43,857 千円 農林水産部

多面的機能支払事業 1,627,158 千円 農林水産部

新 「ごみ減量チャレンジ９８０」３Ｒ推進事業 7,841 千円 環境生活部

新 中小事業者省エネ・エネマネＣＯ２ＣＯ２（コツコツ）削減事業 7,972 千円 環境生活部

新 あおもりスマートムーブ普及拡大プロジェクト事業 5,031 千円 環境生活部

新 ＰＣＢ期限内処分加速化事業 48,509 千円 環境生活部

　環境分野（自然との共生、低炭素・循環による持続可能な地域社会）

【事業数28、事業費1,913,706千円】

　中小事業者の省エネ対策促進のため、青森型のエネルギーマネジメントシステ
ムを構築し、広く普及させるとともに、関係機関と連携して、省エネ情報の提供
から省エネ設備導入までを一貫して支援する。

　自動車からの温室効果ガス排出量削減のため、関係団体等と連携強化し、ス
マートムーブの普及啓発による取組の更なる拡大を図るとともに、各主体による
自主的な低炭素交通社会づくりを促進する。

　低炭素・循環型社会の推進に向けて、県民の二酸化炭素排出量の削減の気運醸成と環境配慮行動の促進を図
るほか、生ごみの減量化や事業系食品ロスの削減を促す取組を進める。
　また、自然環境の保全等については、本県の豊かな自然の保全と活用を図るとともに、野生鳥獣に対する管
理・捕獲体制と被害防止対策を強化する。

１　自然と共生する「暮らし」や「生業（なりわい）」を育む環境づくり

２　県民みんながチャレンジする低炭素・循環型社会づくり

　ＰＣＢ廃棄物の期限内における適正な処分を促進するため、ＰＣＢ使用安定器
の掘り起こし調査や立入検査等を実施するとともに、ＰＣＢ使用安定器の判別作
業等の研修会や処分時の運搬費用の軽減に向けたマッチング相談会の開催等を行
う。

　県内の自然公園の保護と適正な利活用の推進を図るため、情報発信を強化する
とともに、自然観察ガイド等のスキルアップを図る。

　持続可能な森林資源を造成するため、地域の再造林を促進する先導的な林業事
業体の育成を図る。

　第３次青森県循環型社会推進計画の目標値達成に向け、一般廃棄物の減量とリ
サイクルを強力に推進するため、市町村及び民間の関係団体等と連携し、県民や
事業者におけるごみ減量の「動機づけ」や、ごみ分別に取り組みやすい環境づく
りを行う。
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新 小川原湖水質改善緊急対策事業 9,012 千円 環境生活部

新 ＥＶ・ＰＨＶ普及促進事業 2,349 千円 エネルギー総合対策局

新 あおもり型稲わら有効利用促進事業 1,490 千円 農林水産部

食品ロス削減・生ごみ減量強化事業 6,324 千円 環境生活部

「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥあおもり」スタートダッシュ事業 4,154 千円 環境生活部

家庭のエコ活促進事業 4,271 千円 環境生活部

ごみゼロあおもり普及啓発事業 1,171 千円 環境生活部

リサイクル製品認定推進事業 1,948 千円 環境生活部

地球温暖化防止行動推進事業 3,733 千円 環境生活部

新 あおもり環境人財育成促進事業 5,183 千円 環境生活部

環境活動推進事業 198 千円

環境出前講座実施事業 1,776 千円

環境マネジメントシステム普及推進事業 446 千円

　環境保全活動や環境教育・学習の担い手となる若者を育成するため、大学によ
る環境教育モデルの構築を促進するとともに、地域の環境保全活動や環境教育を
拡充していくため、環境団体、事業者、大学等とのネットワークづくりを促進す
る。

３　あおもりの環境を次世代へつなぐ人づくりと仕組みづくり

　小川原湖の水環境の改善と流域住民の水質保全に向けた意識醸成を図るため、
姉沼及び内沼の水質等を調査し、水質改善対策を検討するとともに、流域市町村
等と連携して住民参加のクリーン作戦等を実施する。

　低炭素社会の実現に向けて、スマートムーブとエコカーに関する理解促進を一
体的に推進するイベントの開催を通じ、県民に対してＥＶ・ＰＨＶの普及啓発を
図る。
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新 学びの質を高める授業改善プロジェクト事業 7,158 千円 教育庁

新 青森県英語教育連携推進事業 8,012 千円 教育庁

新 未来社会を切り拓く高校生の資質・能力育成事業 9,110 千円 教育庁

新 ＩＣＴ教育推進事業 17,441 千円 教育庁

新 三農発「観光・スマート農業」推進プロジェクト事業 5,830 千円 教育庁

新 私立高校生震災復興・創生社会貢献活動費補助 2,800 千円 総務部

新 高校生による震災復興支援ボランティア事業 5,103 千円 教育庁

私立学校外国語指導助手招致事業費補助 13,413 千円 総務部

「夢のカタチ」形成事業 4,410 千円 企画政策部

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 2,352 千円 環境生活部

命を大切にする心を育む絆プロジェクト事業 4,230 千円 環境生活部

地域の見守りで輝く笑顔推進事業 4,010 千円 環境生活部

地域国際化・交流促進事業 3,754 千円 観光国際戦略局

済州・台中交流対策事業 11,057 千円 観光国際戦略局

外国青年招致事業 3,317 千円 観光国際戦略局

国際交流員招致事業 19,591 千円 観光国際戦略局

青森県の将来を担うグローバル人財育成事業 19,185 千円 教育庁

みんなで考えるいじめ防止対策推進事業 3,432 千円 教育庁

高等学校における特別支援教育体制強化事業 5,194 千円 教育庁

子どもたちの成長を支える「地域のチカラ結集」推進事業 5,374 千円 教育庁

済州国際青少年フォーラム派遣事業 971 千円 教育庁

　教育・人づくり分野（生活創造社会の礎）

【事業数67、事業費3,996,012千円】

　小・中学校において新学習指導要領に対応した授業改善を図るため、教員の授
業づくりの基本となる「授業スタンダード」を策定し、定着に向けたフォーラム
を開催するとともに、学校図書館の活用を推進する。

　小・中学校におけるＩＣＴ機器の整備促進や小学校プログラミング教育の普及
啓発を図るため、ＩＣＴ教育推進リーダーを育成するとともに、小学校プログラ
ミング教育の指導内容等に関する研修会等を実施する。

　青森県の未来を切り拓く人財の育成と活躍促進に向け、子どもたちの確かな学力の向上、新しい時代に求め
られる資質・能力の育成等に取り組むほか、三内丸山遺跡をはじめとする「北海道・北東北の縄文遺跡群」の
世界遺産登録に向けて、引き続き気運醸成や認知度向上を図る。

１　あおもりの未来をつくる人財の育成

　本県の観光農業の活性化及び農業の省力化を図るため、高校生による観光農業
のＰＲや教育旅行団体受入モデルの開発・実践を行うとともに、スマート農業に
資するシステムの構築や普及を行う。（庁内ベンチャー事業枠）

　小・中・高等学校における英語担当教員の指導力向上を図るため、先進的な授
業実践の公開や小・中学校で英語４技能（読む、聞く、書く、話す）テスト等を
実施するとともに、小学校英語教育に係るメンターを育成する。

　高等学校において地域課題解決に向かう資質・能力の育成を推進するため、研
究指定校による実践研究や研究成果発表会を実施する。
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ドリカム人づくり推進事業 9,898 千円 教育庁

語学指導を行う外国青年招致関係事業 14,560 千円 教育庁

進学力を高める高校支援事業 6,377 千円 教育庁

学習状況調査費 4,235 千円 教育庁

学校の教育相談体制充実を支援する外部専門家活用事業 135,983 千円 教育庁

24時間いじめ等電話相談事業 9,231 千円 教育庁

安心できる学校づくり推進事業 5,395 千円 教育庁

いじめ防止キャンペーン推進事業 7,517 千円 教育庁

あおもりっ子育みプラン21実施費 664,890 千円 教育庁

学校図書館活動支援事業 6,645 千円 教育庁

学校図書館シンポジウム開催事業 243 千円 教育庁

ソーシャルメディア等監視員配置事業 2,015 千円 教育庁

医師を志す高校生支援事業 22,179 千円 教育庁

いじめ防止対策事業 776 千円 教育庁

特別支援学校生徒の夢や志を支援する就労促進事業 50,470 千円 教育庁

特別支援学校技能検定事業 3,938 千円 教育庁

県立高等学校教育改革推進事業 10,406 千円 教育庁

県立学校校舎等建築費（老朽改築・改修及び特別支援学校教室不足対策） 866,538 千円 教育庁

県立学校長寿命化・重点改良事業 1,526,920 千円 教育庁

高校生の就職総合支援プロジェクト事業 32,842 千円 教育庁

県立学校就職促進関連事業 1,217 千円 教育庁

仕事力養成推進事業 2,870 千円 教育庁

大学生とカタル！キャリアサポート形成事業 1,016 千円 教育庁

地域学校協働活動推進事業 2,054 千円 教育庁

放課後子ども教室推進事業費補助 60,525 千円 教育庁

地域学校協働活動推進事業費補助 7,607 千円 教育庁

新 若者・女性の学び直しを通じたキャリア形成支援事業 3,876 千円 教育庁

地域創発人財育成事業 3,480 千円 企画政策部

庁内寺子屋プロジェクト推進事業 4,194 千円 企画政策部

首都圏窓口機能強化事業 3,722 千円 企画政策部

移住・交流推進事業 1,708 千円 企画政策部

起業家育成研修事業 770 千円 商工労働部

創造する産業人財育成事業 5,613 千円 商工労働部

パワフルＡＯＭＯＲＩ！創造塾開催費 1,385 千円 教育庁

新 舞台は世界へ！ＪＯＭＯＮ世界遺産登録対策事業 36,439 千円 企画政策部

　国際記念物遺跡会議（イコモス）による現地審査をはじめ、ユネスコによる登
録審査に向けて、関係自治体と一丸となって審査対策を進めるとともに、縄文遺
跡群の国内外での認知度・評価を高め、学術的価値の浸透を図る。

２　あおもりの今をつくる人財の育成

３　あおもりの活力をつくる文化・スポーツの振興

　県民の主体的なキャリア形成を総合的に支援するため、産学官民のネットワー
クを構築し、キャリアプランニング講座の開催及び学び直しへの動機付けとなる
啓発を行う。
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新 全国障害者スポーツ大会開催準備事業 2,567 千円 健康福祉部

新 シャガール「アレコ」全４作品ＰＲ事業 15,259 千円 観光国際戦略局

新 高校生縄文案内人養成事業 2,598 千円 教育庁

県史編さん資料保存活用事業 2,326 千円 環境生活部

芸術文化出前教室開催事業 1,099 千円 環境生活部

高校生ファッションチャレンジ事業 12,551 千円 環境生活部

競技力向上対策特別事業 93,825 千円 教育庁

競技力向上対策本部運営費 7,866 千円 教育庁

スポーツ科学チームサポート事業 44,290 千円 教育庁

国民スポーツ大会開催準備事業 29,121 千円 教育庁

競技力向上事業費補助 111,232 千円 教育庁

　 縄文遺跡群で活動する団体や地域住民による地域活性化及び文化財の保存・活用
に携わる人財の育成を図るため、高校生によるガイド等の体験活動を通じ文化財の新た
な活用方法を検討するとともに、検討結果等を発表するフォーラムを開催する。

　県立美術館において、全４作品を展示しているシャガール作バレエ「アレコ」
舞台背景画を活用して、鑑賞プログラムの実施や、特別演奏会を開催すること
で、効果的な情報発信を行い、国内外からの来館者数の増加を図る。

　2025年の第25回全国障害者スポーツ大会の開催に向けた準備を円滑に進めると
ともに、県内未実施競技等を始めとした選手の育成を図るため、先催県からの情
報収集、準備連絡委員会の開催及び競技教室等を実施する。
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新 「いつまでも住み続けたい」東青地域づくり担い手確保支援事業 5,200 千円

新 東青地域働き盛り世代の健やか力向上事業 1,530 千円

東青地域の担い手支援事業 2,308 千円

ネットワークで拓く東青型集落営農育成強化支援事業 1,784 千円

奥津軽の磯根資源で地域活力促進事業 2,344 千円

新 「育てる・つなげる・動かす」中南地域力強化事業 3,873 千円

新 中南地域ものづくり企業等若手人財確保事業 2,591 千円

「津軽のミニトマト」産地力強化事業 1,965 千円

中南津軽「うるしの森づくり」推進事業 1,194 千円

「魅せる中南津軽」発信力強化事業 5,726 千円

　行政のほか、住民組織や社会福祉法人、ＮＰＯ、ボランティアなどが横断的
に連携し、誰もが支え、支えられる地域の仕組みづくりを促進するため、主体
となる団体の育成、強化を支援する。

　中南地域のものづくり産業の将来を担う人財を確保するため、地元関係機関
が一体となった取組を促進するとともに、地元のものづくり企業等と中南地域
の専門高校生との相互理解を進める場を創出する。

（２）中南地域県民局

【事業数５、事業費15,349千円】　

　東青地域の認知度向上や地域を支える担い手を確保するため、支援体制を構
築するとともに、地域の生活や農業・農村の魅力、６次産業化の取組事例をＰ
Ｒする動画の作成、ＳＮＳ等による情報発信等を行う。

　東青地域における早世の減少と平均寿命の延伸を図るため、働き盛り世代の
健やか力向上に向けた取組を支援する。

　地域別計画推進事業等

【事業数35、事業費100,270千円】

　各地域県民局は、６地域県民局の圏域ごとに策定した地域別計画に掲げる「今後５年間の取組の基本方
針と主な取組」を積極的に展開する。

（１）東青地域県民局

【事業数５、事業費13,166千円】　

【戦略プロジェクトを含む事業数36、事業費108,548千円】
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新 三八地域働く人の健康づくり応援事業 1,573 千円

新 北浜海域ほっきがい生息環境改善事業 2,777 千円

新 歴史を紡ぐ三八地域広域観光事業 5,056 千円

ものづくりのまちの「仕事」と「暮らし」発信事業 6,135 千円

三八地域農水産資源有効活用事業 4,133 千円

三八高齢者も活躍できる軽量野菜栽培推進事業 1,566 千円

三八地域肉用牛効率生産推進事業 2,032 千円

新 西北版地域支援型運営組織スタートアップ支援事業 2,161 千円

新 津軽森林鉄道魅力発信事業 2,771 千円

新 未来に向かう西北型水田農業推進事業 3,568 千円

新 ナラ等広葉樹の伐採・利用モデル構築事業 2,390 千円

「太宰治生誕110年」誘客促進事業 5,500 千円

西北の食ツーリズム誘客促進事業 2,254 千円

西北の「シャインマスカット」産地形成ステップアップ事業 1,862 千円

つがる日本海の「さわら」漁業活性化推進事業 2,324 千円

　広域観光の視点から各団体の取組を連携させ、歴史に特化した観光コンテン
ツや歴史体験コンテンツの開発、受入環境整備、情報発信を行う。（未来デザ
イン県民会議）

（３）三八地域県民局

　日本最古・日本最長を誇った津軽森林鉄道の林業遺産登録を契機に、新たな
観光の切り口としてこれを活用し、奥津軽への誘客促進を図る。

　大規模な基盤整備を実施している中泊町十三湖地区において、スマート農業
による稲作の超省力作業体系、徹底した排水対策での野菜導入を実証すること
により、西北型水田農業の確立を目指す。

　ナラ等広葉樹の、森林所有者の集約、付加価値の高い製品開発、販路開拓な
ど、伐採から利用に至る一連のモデルを確立し、ナラ枯れ被害の予防対策を推
進する。

　働き盛り世代の死亡率の改善や三八圏域全体の健康づくりに対する気運醸成
に向けて、圏域の関係団体等と連携し、事業所単位で健康づくりに取り組む仕
組みを構築する。

　北浜海域（三沢市～八戸市）のホッキガイ漁場において、カシパン類が要因
となる漁場の低利用を解消するため、カシパン類の効率的な駆除方法を検討・
開発する。

　地域運営組織が、地域住民の支援を継続的に得ながら、一次産品等の地域資
源を活用して外貨を獲得し、地域の身近な課題解決を目指す取組のスタート
アップを支援する。

【事業数７、事業費23,272千円】　

（４）西北地域県民局

【事業数８、事業費22,830千円】　
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新 上北やさい次世代農業機械普及推進事業 1,074 千円

新 消費者に選ばれる上北そばの生産・消費拡大推進事業 866 千円

新 かみきた肉用牛高能力化対策事業 2,869 千円

新 十和田湖奥入瀬エリアを核とする上北インバウンド観光客受入体制整備事業 5,626 千円

かみきた酪農経営サポートモデル実証事業 2,743 千円

地域の力で守り育てる海岸防災林整備活動支援事業 2,543 千円

新 下北地域関係人口構築事業 2,904 千円

新 下北地域新規就農者「農業力」向上事業 2,199 千円

下北の里山・共生の森づくり事業 986 千円

下北地域漁業新規就業者経営モデル構築事業 3,843 千円

（再掲）下北観光滞在推進事業 8,278 千円

 下北地域の農業を担う新規就農者を育成するため、栽培技術・経営管理等の
「農業力」を向上させるとともに、実践を通じた販売力の向上に取り組む。

　「関係人口」構築に向け、管内市町村との強力な連携により、「関係人口」
の基礎知識や先進事例に係る勉強会と、地域の受入体験プログラム等に係る検
討会を実施する。

【戦略プロジェクトを含む事業数５、事業費18,210千円】　

【事業数４、事業費9,932千円】　

（５）上北地域県民局

【事業数６、事業費15,721千円】　

（６）下北地域県民局

　十和田湖奥入瀬エリアを核とする上北の豊かな自然景観等を生かして外国人
観光客の滞在型観光を促進するため、地域の受入体制整備に向けた取組を行
う。

　遺伝子解析技術（ゲノミック診断）を活用して、地域における繁殖雌牛の能
力向上を加速するとともに、改良手法の普及により、肉用牛の産地力強化を図
る。

　そばを核とした地産地消活動を加速させるため、夏そば導入による長期的な
供給体制の確立で他産地との差別化を図るとともに、そば取扱飲食店等と協力
した上北そばのＰＲに取り組む。

　野菜産地における担い手の減少、高齢化による労働力不足に対応するため、
省力化に向けた次世代農業機械の普及を促進する。
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