
【 商工労働観光部 中小企業振興課 】

若者や女性を含めた多様な創業に対する支援（一部新規）若者や女性を含めた多様な創業に対する支援（一部新規）若者や女性を含めた多様な創業に対する支援（一部新規）若者や女性を含めた多様な創業に対する支援（一部新規）

41,00041,00041,00041,000千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：41,00041,00041,00041,000千円）千円）千円）千円）

○ 若者や女性、ＵＩターン者など多様な創

業を促進するため、創業の意識付けや創業

の入口から経営安定までを一貫して支援し、

地域経済の活性化を図るもの。

① 研修会等開催事業 5,291千円

・ 創業塾、創業セミナー

・ 女性向け創業セミナー

・ 創業者と創業希望者の交流会【新規】

・ 首都圏創業説明会【新規】

② 創業支援事業 32,940千円

・ 創業経費（家賃、内外装経費、チラシ

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

２０２０２０２０

・ 創業経費（家賃、内外装経費、チラシ

など）への助成

通 常 型：補助率1/2 上限 750千円

空き店舗型：補助率2/3 上限1,500千円

ＵＩターン型【新規】：補助率2/3 上限750千円

③ インキュベーション・マネージャー

（創業支援マネージャー）養成事業

2,769千円

・ 県内で養成研修を実施し、創業を支援

する人材を養成 27年度養成目標 25人



【 商工労働観光部 工業戦略技術振興課 】

成長分野参入総合支援対策（一部新規）成長分野参入総合支援対策（一部新規）成長分野参入総合支援対策（一部新規）成長分野参入総合支援対策（一部新規）

30,67530,67530,67530,675千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：7,4147,4147,4147,414千円、当初：千円、当初：千円、当初：千円、当初：23,26123,26123,26123,261千円）千円）千円）千円）

○ 県内ものづくり企業の収益の増加や働

く場の創出を図るため、県内企業を支援

し、成長が期待される分野
※ 

への参入促

進を図るもの。

※自動車、航空機、ロボット、環境・エネルギー、

医療・福祉・健康、食品・農業の６分野

① 企業グループの連携促進【一部新規】

11,776千円

・ 成長分野における協議会、研究会などの

全県ネットワークの構築、共同受注を目指

す企業グループへの活動費助成

② 成長分野参入を目指す企業への専門人材

の派遣【新規】 12,393千円

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

２１２１２１２１

の派遣【新規】 12,393千円

・ 企業の経営、生産性向上に向けた企業Ｏ

Ｂやシニアインストラクター等の専門家に

よる指導

③ 成長分野での取引拡大支援【新規】6,506千円

・ 技術や製品開発に関する企画・提案力向

上のための個別指導や講習会の開催

④ 本社機能移転に対する補助

・ 企業の本社機能の県内移転を促進するた

め企業立地補助金を拡充

製造現場における生産性向上に向けた指導の様子



【 商工労働観光部 雇用対策課 】

県内定着・回帰促進事業費（新規）県内定着・回帰促進事業費（新規）県内定着・回帰促進事業費（新規）県内定着・回帰促進事業費（新規）

44,97144,97144,97144,971千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：44,97144,97144,97144,971千円）千円）千円）千円）

○ 若者の人生の大きな転機となる就職の

機会等を捉えて、県内定着・県内回帰を

効果的に促進するため、情報発信から、

若者と県内企業との接点づくり、県内企

業への就職までの各種支援と雇用の安定

化等の事業を展開する。

① 小・中学生ものづくり産業普及啓発事業

3,638千円

・ 小・中学生のものづくり企業等への関

心を高めるガイドブックの作成と配布

② 山形県就職情報サイト運営事業 5,858千円

・ 県内外の求職者に向けて、県内企業の

就職情報等を一元的に提供するポータル

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

２２２２２２２２

就職情報等を一元的に提供するポータル

サイトの構築

③ 県内企業就職活動助成事業 1,500千円

・ 県外在住者が県Ｕターン情報センター

の紹介により就職面接を受ける場合の交

通費の助成 10千円/回（１人２回まで）

④ 若年非正規労働者正社員化支援事業

33,975千円

・ 正規雇用を希望する者への研修、カウ

ンセリング、職業紹介の一体的実施学生による県内中小企業訪問の様子



【 商工労働観光部 観光交流課、経済交流課 】

海外観光経済交流推進海外観光経済交流推進海外観光経済交流推進海外観光経済交流推進対策対策対策対策（一部新規）（一部新規）（一部新規）（一部新規）

42424242,,,,894894894894千円千円千円千円（（（（２２２２月月月月：：：：32323232,,,,660660660660千円千円千円千円、当初：、当初：、当初：、当初：10101010,,,,234234234234千円千円千円千円））））

○ 台湾をはじめとした重点市場並びに

成長著しいアセアン地域からの誘客を

拡大するため、日台観光サミットの開

催や観光・経済プロモーションの実施、

県内受入態勢の整備などの海外インバ

ウンド施策を推進する。

① 日台観光サミットの開催【新規】 9,629千円

・ 日本、台湾の観光関係者のトップが集ま

る日台観光サミットの開催

・ 台湾の観光関係者への観光資源のＰＲ

② 観光・経済プロモーション 19,182千円

・ 台湾、シンガポールでの「観光・食・も

の」が一体となったプロモーションの実施

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

２３２３２３２３

の」が一体となったプロモーションの実施

③ 外国人受入態勢の整備 14,083千円

・ 観光事業者や地域の方々を対象とした外

国語接遇研修の実施

・ 宿泊施設、立寄施設における無料公衆無

線ＬＡＮ整備への支援

・ 観光案内板の多言語化への支援【新規】

・ 食品関係、観光関係事業者向けハラルセ

ミナーの開催【新規】

シンガポールトップセールスの様子



～オーダーメイド型支援～

地域を牽引するリーダー的農業者を育成するため、意欲ある中堅的な担い手農家や組織経営体の

経営発展（規模拡大・低コスト化・新規作物導入・雇用創出等）に必要な施設整備・機械導入等を支援

・補助率 1/3

本県農業の維持・発展のために、水田農業を中心とする意欲ある中堅的な担い手農家や組織経営

体（準トップランナー）をトップランナーへ育成する

【 農林水産部 農政企画課 】

元気元気元気元気なトップランナーなトップランナーなトップランナーなトップランナー育成育成育成育成プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト事業費（新規）事業費（新規）事業費（新規）事業費（新規）

67676767,,,,265265265265千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：67676767,,,,265265265265千円）千円）千円）千円）

目目目目 的的的的

事業内容事業内容事業内容事業内容

・補助率 1/3

・要 件 ① 3年以内に販売金額が1,000万円以上（組織経営体は3,000万円以上）かつ現状の1.2倍以上

② 雇用創出1人以上

・対象者 農業経営改善計画の認定を受けている

販売金額が700～1,000万円の家族経営体

販売金額が2,000～3,000万円の組織経営体

・対象事業費 200～1,500万円

２４２４２４２４

募集

(4月)

審査 採択

事業

実施

トップランナートップランナートップランナートップランナー育成育成育成育成イメージイメージイメージイメージ

※市町村を通じて

事業計画を募集し

ます。

兼業的農家、法人化して

いない集落営農組織など

準トップランナーを準トップランナーを準トップランナーを準トップランナーを

トッププランナーに育成トッププランナーに育成トッププランナーに育成トッププランナーに育成

【家族経営体】

販売金額700～1,000万円

【組織経営体】

販売金額2,000～3,000万円

準トップランナー

【家族経営体】

販売金額1,000万円以上

【組織経営体】

販売金額3,000万円以上

トップランナー

事業実施までの流れ事業実施までの流れ事業実施までの流れ事業実施までの流れ



多様で豊富な農産物や地域資源を活かし付加価値や雇用を生み出す地域内起業を促進することで、

元気な地域づくりと活性化に向けた取組みを後押しする

【 農林水産部 農政企画課 】

元気な女性・若者ビジネス応援事業費（新規）元気な女性・若者ビジネス応援事業費（新規）元気な女性・若者ビジネス応援事業費（新規）元気な女性・若者ビジネス応援事業費（新規）

19,12019,12019,12019,120千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：19,12019,12019,12019,120千円）千円）千円）千円）

事業事業事業事業のののの活用活用活用活用イメージイメージイメージイメージ

～～～～スモールビジネスの後押し～スモールビジネスの後押し～スモールビジネスの後押し～スモールビジネスの後押し～

女性や若者等による事業化の芽出し活動を促進し、加工品開

発等のスモールビジネスを後押しする

○伝統野菜、果樹等、地域の特産物を活用した農産

加工品（漬物、菓子など）の試作・検討

○規格外品を活用した加工品（ジャム・ゼリー等）開発

○米粉を活用した麺・パンのブランド化および販路拡大に向けた検討 など

農産加工分野農産加工分野農産加工分野農産加工分野

目目目目 的的的的

事業内容事業内容事業内容事業内容

２５２５２５２５

①①①①チャレンジ段階チャレンジ段階チャレンジ段階チャレンジ段階のののの支援支援支援支援（アイディア実現に向けた支援）（アイディア実現に向けた支援）（アイディア実現に向けた支援）（アイディア実現に向けた支援）

商品開発に向けた事業プランづくり、加工品の試作、

機能性成分分析、市場調査、料理・体験メニューの開発等

②②②②ビジネス化段階ビジネス化段階ビジネス化段階ビジネス化段階のののの支援支援支援支援（起業に向けた支援）（起業に向けた支援）（起業に向けた支援）（起業に向けた支援）

加工商品等のパッケージ開発・販促活動や地域活性化と

誘客につなぐイベントの企画開発・試行等

・対象者

地域の農産物を活用した新たな加工品開発等のスモール

ビジネスに取り組む女性や若者等

・補助率

定額（上限300千円）

※２ヵ年継続して実施する場合はその合計金額を３００千円とする。

○農家民宿・レストランで提供する料理メニューの開発・検討

○都市住民等を対象とした地域の生活文化や自然体験プログラム

の検討とモニターツアーの開催 など

観光・体験分野観光・体験分野観光・体験分野観光・体験分野

○間伐材を活用した雑貨や小物の試作・販売

○地域通貨を活用した薪供給システムの構築

○都市住民との交流人口拡大を目的とした薪割りイベント等の企画・開発 など

林業分野林業分野林業分野林業分野

○海産物（規格外等）を活用した加工品開発

○遡上鮭を活用した加工品や料理レシピの開発

○地元で水揚げされる魚介類を活用した料理メニュー開発

と食堂開設プランの検討 など

水産分野水産分野水産分野水産分野



森林施業から木材の加工・流通販売までの知識・技能・経営能力を備えた林業振興（森林ノミクス）を

支える担い手となる人材の育成に向け、農業大学校への林業関係学科の設置を検討

【 農林水産部 農政企画課・林業振興課 】

農業大学校林業関係学科設置検討・準備事業費（新規）農業大学校林業関係学科設置検討・準備事業費（新規）農業大学校林業関係学科設置検討・準備事業費（新規）農業大学校林業関係学科設置検討・準備事業費（新規）

427427427427千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：427427427427千円）千円）千円）千円）

「農業大学校林業関係学科設置に関する検討会

(仮称)」の設置等

農業大学校への林業関係学科設置に向けて、基本構

想やカリキュラムなど基本的事項を検討

○今後、高性能林業機械を有効活用し、複

数現場を一体的かつ効 率的に施業をし

ていく「先端林業」化が必要であり、林業

作業から、その工程管理や複数の作業

班を管理できる能力までを持った将来の

リーダーが必要 ハーベスタハーベスタハーベスタハーベスタ

目目目目 的的的的

事業内容事業内容事業内容事業内容

２６２６２６２６

想やカリキュラムなど基本的事項を検討

○構成メンバー(案)

教育関係者、林業実践者、

林業団体関係者・市町村・県

○検討内容

カリキュラム、教育環境の整備、学生確保に向けた連

携・協力体制の構築、就業機会の拡大 等

○検討スケジュール

２７年４月～ 検討会設置・検討会開催

２７年８月 基本構想案、カリキュラム案作成

２７年９月 農業大学校条例改正案の提出・審議

○森林施業の集約化を進め、林業採算を高めていくためには、

林業事業体の事業運営を主導できる経営能力までを持った人

材が必要

農業大学校への林業関係学科の設置検討

（平成２８年４月の開講を検討）

農業・林業同一農業・林業同一農業・林業同一農業・林業同一

キャンパスはキャンパスはキャンパスはキャンパスは

全国２例目！全国２例目！全国２例目！全国２例目！

＜人材育成イメージ(案)＞

森林・林業に関する高い専門性と幅広い

知識・技術を備えるとともに、地域の森林

経営を長期的な視点でプランニングできる

経営能力を備えた人材(１０名程度／年)

専修学校では専修学校では専修学校では専修学校では

東北初！東北初！東北初！東北初！

高性能林業機械の操縦席高性能林業機械の操縦席高性能林業機械の操縦席高性能林業機械の操縦席



【 農林水産部 ６次産業推進課 】

地域土産品開発等推進事業費（新規）地域土産品開発等推進事業費（新規）地域土産品開発等推進事業費（新規）地域土産品開発等推進事業費（新規）

22,85522,85522,85522,855千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：15,85515,85515,85515,855千円、当初：千円、当初：千円、当初：千円、当初：7,0007,0007,0007,000千円）千円）千円）千円）

○県産農産物等を使用した「山形ならでは」

の人気の高い土産品(菓子)の県内における

製造や販売割合を高めるため、土産品の新

商品開発を促進し、地域内経済の増幅・循

環を図る

① 土産品開発の促進

■土産品開発支援■土産品開発支援■土産品開発支援■土産品開発支援

・対 象：菓子製造業者を中心とした連携体

・補助率：定額（上限500千円）

・内 容：試作経費、専門家謝金 など

■わがまちの土産品開発促進■わがまちの土産品開発促進■わがまちの土産品開発促進■わがまちの土産品開発促進

・対 象：農林漁業者等を中心とした連携体、

市町村

・補助率：1/2以内（国庫）

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

7,610千円千円千円千円

7,000千円千円千円千円

２７２７２７２７

・補助率：1/2以内（国庫）

・内 容：試作経費、専門家謝金 など

② 土産品コンテストの開催

■土産品コンテスト■土産品コンテスト■土産品コンテスト■土産品コンテスト

■高校生スイーツコンテスト■高校生スイーツコンテスト■高校生スイーツコンテスト■高校生スイーツコンテスト

顕彰を通した土産品の商品力強化・販路拡大

③ 女性の視点からの県産品評価

求評による新商品等のﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟと情報発信

④ 県内製造を示す認証制度の構築

シンボルマーク等の構築による土産品の差別化・

付加価値向上

2,897千円千円千円千円

2,996千円千円千円千円

1,852千円千円千円千円

500千円千円千円千円



【 農林水産部 水産振興課・農政企画課 】

持続的漁業経営支援事業費（新規）持続的漁業経営支援事業費（新規）持続的漁業経営支援事業費（新規）持続的漁業経営支援事業費（新規）

（漁船リニューアル漁業近代化特別対策融資事業費)        18,58818,58818,58818,588千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：18,58818,58818,58818,588千円）千円）千円）千円）

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

○漁業経営体の減少、漁船の老朽

化による生産性低下が進行してお

り、代船建造費用の一部を助成す

るとともに、漁業近代化資金の無

利子化により、漁業経営体の育成

を支援

○建造費用が高額となる底びき網

①①①① 意欲的な漁業者の経営支援意欲的な漁業者の経営支援意欲的な漁業者の経営支援意欲的な漁業者の経営支援

■■■■ 代船建造補助金代船建造補助金代船建造補助金代船建造補助金 18,00018,00018,00018,000千円千円千円千円

・対象：船齢30303030年以上経過した漁船の代船建造費

・補助率：1/31/31/31/3以内（県2/92/92/92/9、市町1/91/91/91/9）

■■■■ 利子補給利子補給利子補給利子補給

漁業近代化資金について、国の利子補給が終了する

11111111年目以降を山形県漁協と連携して無利子化

２８２８２８２８

②②②② 底底底底びきびきびきびき網等基幹漁業網等基幹漁業網等基幹漁業網等基幹漁業のののの経営支援経営支援経営支援経営支援

国の漁業構造改革総合対策事業を活用するために

必要とされる協議会の設置運営等に要する経費

■■■■ 構造改革推進事業費補助金構造改革推進事業費補助金構造改革推進事業費補助金構造改革推進事業費補助金等等等等 588588588588千円千円千円千円

○建造費用が高額となる底びき網

漁業については、山形県漁協と連

携して国庫事業採択に向けた体

制を構築

(関連事業)庄内浜トップブランド水産物創出事業費

○水産物直売トライアル事業 6,8026,8026,8026,802千円千円千円千円

山形県漁協が実施する内陸部での常設直売ブースの設置、

販売の試行を支援

11111111年目以降を山形県漁協と連携して無利子化



【 農林水産部 林業振興課 】

森林資源再生事業費（新規）森林資源再生事業費（新規）森林資源再生事業費（新規）森林資源再生事業費（新規）

7777,,,,136136136136千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：7777,,,,136136136136千円）千円）千円）千円）

○ 森林の有する公益的機能の持続的発揮を

図るとともに、森林資源の循環利用と再生

による「やまがた森林ノミクス」を推進す

るため、再造林に対して支援を行う。

①森林資源再生事業①森林資源再生事業①森林資源再生事業①森林資源再生事業 6,9966,9966,9966,996千円千円千円千円

森林組合等が森林所有者に代わり、造林と

その後の保育管理を行う仕組みを構築するた

め、再造林に対して支援する

・対 象 森林組合、林業事業体等

・補助率 再造林の１ha当たり標準経費の

10％相当額

・面 積 53ha

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

公共建築物

主伐

２９２９２９２９

・面 積 53ha

※やまがた緑環境税を活用

②コンテナ苗普及促進事業②コンテナ苗普及促進事業②コンテナ苗普及促進事業②コンテナ苗普及促進事業 140140140140千円千円千円千円

低コスト造林を推進するため、植栽が容易な

コンテナ苗の生産拡大に必要な初期投資経費

を支援する

・対 象 苗木生産者

・補助率 定額（140千円）

※施設設備費の1/6相当額

住宅・一般建築物

製材工場・集成材工場

木質バイオマス利用

『『『『緑緑緑緑のののの循環循環循環循環システムシステムシステムシステム』』』』

をををを実現実現実現実現

再造林



【 県土整備部 建設企画課 】

建設産業若年従事者育成支援等事業費（新規）建設産業若年従事者育成支援等事業費（新規）建設産業若年従事者育成支援等事業費（新規）建設産業若年従事者育成支援等事業費（新規）

5,6225,6225,6225,622千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：5,6225,6225,6225,622千円）千円）千円）千円）

○ 県内建設業の中核となる実践的な技術者養

成のための新たな学科の設置を検討する

○ また、将来の建設分野を担う地元の若手技

術者を確保・育成するため、スキルアップ支

援及び入職促進の事業を行う

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

(１) 中核となる実践的な技術者の養成

○ 産業技術短期大学校への土木エンジニアリン

グ科(仮称)の新設に向けた検討 762千円

(２) スキルアップ支援

① 大型車両運転免許取得への支援 4,000千円

３０３０３０３０

14,023
5,274

10,336

9,815

18,235

8,076

19,204

13,956

11,722

10,990

73,520

48,111

0

20,000

40,000

60,000

80,000

H12 H22

６０歳以上

５０代

４０代

３０代

１０代・２０代

合計

（ 人 ）
本県の建設業従事者の推移本県の建設業従事者の推移本県の建設業従事者の推移本県の建設業従事者の推移 (H12→H22) ① 大型車両運転免許取得への支援 4,000千円

・若手や女性従事者の免許取得負担への補助

② 若者技術者の資格取得促進 759千円

・「１級土木施工管理技士」試験の講習会開催

(３) 入職促進事業

○ 小学生向け夏休み現場体験会 101千円

・保護者と一緒に見学し、理解を深めてもらう

※※※※10101010年間年間年間年間でででで35353535％％％％のののの減少。減少。減少。減少。 10101010～～～～20202020代代代代のののの若手従事者若手従事者若手従事者若手従事者のののの割合割合割合割合はははは19191919％％％％→→→→11111111％％％％にににに



【 県土整備部 県土利用政策課 】

やまがたの誇れる景観魅力発信事業費（新規）やまがたの誇れる景観魅力発信事業費（新規）やまがたの誇れる景観魅力発信事業費（新規）やまがたの誇れる景観魅力発信事業費（新規）

2,9682,9682,9682,968千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：2,9682,9682,9682,968千円）千円）千円）千円）

○ 山形でしか見られない景観資産を、幅広く

発信するため、「視点場(ビューポイント)」

を設定・改善する。

○ 景観に関わる歴史・物語等、現地で体感し

て得られる価値を提供し、各種イベントとの

連携により観光交流と地域振興につなげる。

目目目目 的的的的 視点場の視点場の視点場の視点場の設定設定設定設定や、景観の特徴・物語等の情報発信や、景観の特徴・物語等の情報発信や、景観の特徴・物語等の情報発信や、景観の特徴・物語等の情報発信

※景観の把握モデル図（出典：景観用語事典）

「視点場」

「視対象」

（１）魅力的な視対象

（２）視対象を体感で

きる視点場

景観資産

・・・・・・

QRｺｰﾄﾞ

（３）付加情報（歴史・

物語等）を提供する

仕掛け

３１３１３１３１

事業内容事業内容事業内容事業内容

「山形でしか見られない景観」の発信

① 視点場(ビューポイント)の設定

・標識の設置や付加情報の提供

② 景観資産の情報発信

・アクセスマップ、旅のしおりの発行

・ＱＲコードと連携したホームページの作成

・観光分野での景観資産の活用

「やまがたの景観資

産」

ＱＲコード↓（参考）

（ビューポイン

ト）

（ビューポイン

ト）

「視点場」

（ビューポイント）

ト）

QRｺｰﾄﾞ

仕掛け

・・・・標識標識標識標識にににに掲載掲載掲載掲載するするするするＱＲＱＲＱＲＱＲコードからコードからコードからコードから専用専用専用専用のホームページへアクセスのホームページへアクセスのホームページへアクセスのホームページへアクセス

することによりすることによりすることによりすることにより情報提供情報提供情報提供情報提供

・・・・来訪者来訪者来訪者来訪者がががが評価評価評価評価をををを投稿投稿投稿投稿できるできるできるできる機能機能機能機能とととと、、、、来訪者数来訪者数来訪者数来訪者数のカウントのカウントのカウントのカウント機能機能機能機能をををを

整備整備整備整備



【 県土整備部 道路整備課 】

地域活性化拠点形成促進事業費（新規）地域活性化拠点形成促進事業費（新規）地域活性化拠点形成促進事業費（新規）地域活性化拠点形成促進事業費（新規）

76,97076,97076,97076,970千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：14,97014,97014,97014,970千円、当初：千円、当初：千円、当初：千円、当初：62,00062,00062,00062,000千円）千円）千円）千円）

○ 重点「道の駅」に選定された、道の駅「よ

ねざわ(仮称)」の整備を契機として、本県の

新たな観光交流と地域活性化を促進

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

(１) 道の駅「よねざわ(仮称)」整備 62,000千円

○ 県整備分(駐車場・総合案内所・ﾄｲﾚ)の準備費

・調査設計、埋蔵文化財調査

☆東北中央道（仮称）福島

ＪＣＴ～米沢北ＩＣの開

通とあわせ、山形県の南

の玄関口である米沢市に

Ｈ２６：国交省から、重点「道の駅」に選定

基本計画策定、概略設計、

３２３２３２３２

(２) 道路観光情報サービスの充実 3,970千円

〔２月補正〕

○ 広域観光ドライブマップ作成

○ スマホ用アプリの提供運用

(３) 県内「道の駅」の構想策定 11,000千円

〔２月補正〕

の玄関口である米沢市に

道の駅を整備予定

☆外国人観光客にも対応し

た観光総合窓口としての

機能に加え、交通結節点

や観光施設、地域産業の

発信拠点として活用

Ｈ２７：施設設計、用地買収、埋蔵文化財調査

Ｈ２８：本体着工

Ｈ２９：建設、オープン

東北中央道と連携し、県内全域の

観光拠点となるゲートウェイとして機能

重点「道の駅」重点「道の駅」重点「道の駅」重点「道の駅」に選定された

道の駅「よねざわ（仮称）」道の駅「よねざわ（仮称）」道の駅「よねざわ（仮称）」道の駅「よねざわ（仮称）」



【 県土整備部 建築住宅課 】

総合的な住宅対策（一部新規）総合的な住宅対策（一部新規）総合的な住宅対策（一部新規）総合的な住宅対策（一部新規）

762,548762,548762,548762,548千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：655,620655,620655,620655,620千円、当初：千円、当初：千円、当初：千円、当初：106,928106,928106,928106,928千円）千円）千円）千円）

(１) 「人口減少対策」との融合【新規】

三世代同居、県外からの移住、子育て・新婚

世帯に対し、手厚い支援メニューを新設

(２) 空き家対策の推進のため支援を充実

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

(１) リフォーム補助（3,910戸） 672,320千円

〔一部２月補正〕

○ 人口減少対策分（うち360戸）

・補助率10％→20％、上限額20万円→30万円

(２) リフォーム融資（30戸） 76,705千円

○ 人口減少対策分（うち10戸）

・融資利率を２.５％ → ２.０％に優遇

※H27に新たに施工する工事分

新築新築新築新築

「総合的な住宅対策」の概要「総合的な住宅対策」の概要「総合的な住宅対策」の概要「総合的な住宅対策」の概要

リフォームリフォームリフォームリフォーム

３３３３３３３３ ３３３３３３３３

・融資利率を２.５％ → ２.０％に優遇

(３) 新築住宅の利子補給（400戸） 10,223千円

○ 人口減少対策分（うち105戸）

・三世代世帯はローン上限額3,000万円

(４) 空き家の流通促進 3,300千円

〔２月補正〕

○ 中古住宅の売買の際の現況検査への補助

※上記はいずれも事務費を除く

融資 利子補給

【3,910戸】【3,910戸】【3,910戸】【3,910戸】

・県産木材多用

・空き家活用・空き家活用・空き家活用・空き家活用 【30戸】【30戸】【30戸】【30戸】 【400戸】【400戸】【400戸】【400戸】

20%20%20%20% 20%20%20%20% 固定金利2.0％固定金利2.0％固定金利2.0％固定金利2.0％ ※三世代同居

上限30万円上限30万円上限30万円上限30万円 上限40万円上限40万円上限40万円上限40万円 10年間 対象ﾛｰﾝ上限額

融資額 3 ,000万円3,000万円3,000万円3,000万円

25% 100～500万円

上限40万円 【10戸】【10戸】【10戸】【10戸】 【105戸】【105戸】【105戸】【105戸】

（国庫1/2）

10% 10% 固定金利2.5％ 金利△0.5％

上限20万円 上限30万円 【50戸】 10年間 10年間

融資額 対象ﾛｰﾝ上限額

100～500万円 2,500万円

【20戸】 【295戸】

76,705千円 10,223千円

計 4,3404,3404,3404,340 戸

 一般型

補助

耐震化通常

人口人口人口人口

減少減少減少減少

対策対策対策対策

【新規】【新規】【新規】【新規】

672,320千円＋3,300千円（中古住宅現況検査補助）

【360戸】【360戸】【360戸】【360戸】

【3,500戸】



【 教育庁 義務教育課・高校教育課 】

小中高小中高小中高小中高をををを通通通通したしたしたした「確「確「確「確かなかなかなかな学力」学力」学力」学力」のののの育成（一部新規）育成（一部新規）育成（一部新規）育成（一部新規）

45454545,,,,610610610610千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：45454545,,,,610610610610千円）千円）千円）千円）

○ 小中高を通して、子どもたちの思考力・

判断力・表現力を向上させるともに、自ら

課題を見つけ、自ら考え主体的に解決して

いく「探究」する力を高めることで、確か

な学力につなげ、本県経済・産業・医療な

どをけん引する人材を育成する。

① 小中学校における取組み 15,828千円

・推進協力校において探究型の学習を進める

ための授業の実践研究、本県独自の評価問

題の作成・試行（新規）

・思考力・判断力・表現力を高めるスパイス

問題、単元ごとの評価問題の作成・活用

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

３４３４３４３４

(一部新規)

・市町村による学力向上のための独自の取組

みに対する支援（新規） 等

② 高等学校における取組み 29,782千円

・科学や英語を中心とした探究活動の実践・

成果の普及（新規）

・若者の県内定着を促進するための地元大学

進学セミナー、医進塾の実施（新規） 等

置賜地域での公開授業



【 教育庁 義務教育課・高校教育課 】

グローバル化に対応した「英語教育」の充実強化（一部新規）グローバル化に対応した「英語教育」の充実強化（一部新規）グローバル化に対応した「英語教育」の充実強化（一部新規）グローバル化に対応した「英語教育」の充実強化（一部新規）

40,10740,10740,10740,107千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：40,10740,10740,10740,107千円）千円）千円）千円）

○ 急速なグローバル化を踏まえ、子どもた

ちの英語によるコミュニケーション能力を

高め、英語で自分を表現し、郷土を発信す

る力を育成していくため、英語教育の充実

強化を図る。

① 小学校における外部人材の活用（新規）

12,652千円

・外部人材を活用した英語でのコミュニケー

ション能力を高める授業の実施・成果の普及

非常勤講師21名(７地区×３小学校)

② 小中高が連携した系統性のある指導の充実強化

モデル地区：鶴岡市（新規） 15,417千円

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

３５３５３５３５

モデル地区：鶴岡市（新規） 15,417千円

・次期学習指導要領を先取りした小学校３・

４年生での外国語活動の導入

・小中高における教員の乗入授業等の実施

・小中高の児童生徒合同による英語キャンプ

・郷土を発信する観光案内等(英語版)の作成

・小学校への非常勤講師（４名）、高等学校

への外国人常勤講師（１名）の配置 等

③ 高校生等の海外留学の促進 6,092千円

・留学への理解を深める留学フェアの実施

・高校生等の長期・短期留学に対する支援ＡＬＴとの授業風景



【 教育庁 総務課・高校教育課 】

郷土愛を育むための教育の推進（新規）郷土愛を育むための教育の推進（新規）郷土愛を育むための教育の推進（新規）郷土愛を育むための教育の推進（新規）

3,1573,1573,1573,157千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：3,1573,1573,1573,157千円）千円）千円）千円）

○ 子どもたちが、郷土の自然や風土、文化

を体験し、地域の歴史、偉人などを学ぶこ

とにより、郷土を知り、地域を愛する心を

育む。

○ あわせて、先人から受け継がれてきた

「生命」の縦糸を次代につなぐ人材を育成

する。

① 郷土愛を育む教育の推進（新規）

2,240千円

・「わたしたちの郷土・山形」の自然や歴史、

偉人、伝統文化、産業などを学ぶことがで

きる中学生用の教材の作成・活用

・英訳を併記することで、郷土の素晴らしさ

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

３６３６３６３６

する。
・英訳を併記することで、郷土の素晴らしさ

を海外に英語で発信する力を育成

② 生命継承の大切さを伝える教育の充実

（新規）917千円

・高校生に対して、生命継承の大切さを伝え、

次代の親となる意識を醸成させるための家

庭科教材の充実

乳幼児とのふれあい体験

国宝「縄文の女神」について

学習する児童



〇補助対象者〇補助対象者〇補助対象者〇補助対象者：平成26年産米の経営所得安定対策に加入している者

（個人、法人、集落営農等）

〇補助額〇補助額〇補助額〇補助額：定額560円/10a

26年産米の米価下落の影響を踏まえ、水稲種子の購入代金の一部を補助し、稲作農家

の27年産米の作付意欲の向上を図る

【 農林水産部 県産米ブランド推進課 】

山形県産米生産支援緊急対策事業費（新規）山形県産米生産支援緊急対策事業費（新規）山形県産米生産支援緊急対策事業費（新規）山形県産米生産支援緊急対策事業費（新規）

343,125343,125343,125343,125千円（千円（千円（千円（2222月：月：月：月：343,125343,125343,125343,125千円）千円）千円）千円）

目目目目 的的的的

事業内容事業内容事業内容事業内容

560 /10a

（平成26年産の主食用米の作付実績の種子代金の4分の１相当額を補助）

３７３７３７３７

県

再

生

協

議

会

地

域

農

業

・

大

規

模

農

家

等

）

（

Ｊ

Ａ

・

米

集

荷

業

者

認

定

方

針

作

成

者

稲

作

農

家

等

補助金の流れ補助金の流れ補助金の流れ補助金の流れ



【 商工労働観光部 商業・まちづくり振興課、農林水産部 ６次産業推進課 】

ふるさと山形名物商品販売促進事業費（新規）ふるさと山形名物商品販売促進事業費（新規）ふるさと山形名物商品販売促進事業費（新規）ふるさと山形名物商品販売促進事業費（新規）428,732428,732428,732428,732千円（２月：千円（２月：千円（２月：千円（２月：428,732428,732428,732428,732千円）千円）千円）千円）

（地域消費喚起・生活支援型交付金活用事業）

【 商工労働観光部 観光交流課】

ふるさと山形四季旅事業費（新規）ふるさと山形四季旅事業費（新規）ふるさと山形四季旅事業費（新規）ふるさと山形四季旅事業費（新規） 972,302972,302972,302972,302千円（２月：千円（２月：千円（２月：千円（２月：972,302972,302972,302972,302千円）千円）千円）千円）

（地域消費喚起・生活支援型交付金活用事業）

○ 県産品に対する消費の喚起・拡大を図る

ため、インターネット特別サイトの構築等

により、販売促進に取り組むもの

目目目目 的的的的

○○○○ ふるさと山形名物商品販売促進事業費ふるさと山形名物商品販売促進事業費ふるさと山形名物商品販売促進事業費ふるさと山形名物商品販売促進事業費 ○○○○ ふるさと山形四季旅事業費ふるさと山形四季旅事業費ふるさと山形四季旅事業費ふるさと山形四季旅事業費

目目目目 的的的的

○ 県内の観光資源に対する消費の喚起・

拡大を図るため、「観光券」を付与した

プレミアム付き宿泊券を販売するもの

３８３８３８３８

① プレミアム付き宿泊券の販売

・ 県内の宿泊施設で利用できるプレミア

ム付き宿泊券を販売

② 「観光券」の付与

・ プレミアム付き宿泊券に、県内の体験

施設、観光果樹園、立寄施設等の観光施

設の割引が受けられる「観光券」を付与

事業内容事業内容事業内容事業内容 事業内容事業内容事業内容事業内容

① 「ふるさと山形名物商品」の指定

・ 県内で製造販売されている商品（工芸

品、県産酒、農産物等）を公募し、「ふ

るさと山形名物商品」として指定

② インターネット特別サイトでの販売

・ 「ふるさと山形名物商品」をインター

ネット特別サイトにおいて割引販売


