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【 総務部 学事文書課・子育て推進部 子育て支援課 】

私学振興の充実私学振興の充実私学振興の充実私学振興の充実

6,427,0466,427,0466,427,0466,427,046千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：399,960399,960399,960399,960千円、当初：千円、当初：千円、当初：千円、当初：6,027,0866,027,0866,027,0866,027,086千円）千円）千円）千円）

○ 私立学校の教育環境の維持向上や保護者

の教育費負担軽減等のため、各種助成を実

施することにより、私学振興を図る。

イ 私立幼稚園の経常的経費に対する補助

1,370,644千円

・私立幼稚園教員の処遇改善を図るため、園児一人

当たりの補助単価に２％上乗せを維持

② 私立高等学校等授業料軽減事業費補助金

376,914千円

◇保護者の教育費負担軽減

・生活保護世帯及び市町村民税所得割非課税世帯に

ついて、授業料実質無償化を継続

目目目目 的的的的

１１１１

ついて、授業料実質無償化を継続

・市町村民税所得割額51,300円未満の世帯について、

就学支援金と合わせて月額24,750円までの補助を

実施【拡充】

・奨学のための給付金を交付【拡充】

③ 私立学校施設整備費補助金 1,181,484千円

◇耐震化促進のため、耐震改築、耐震補強

工事を行う私立学校に対して補助

ア 私立高校 1,177,314千円

・耐震改築：7校

イ 私立幼稚園 4,170千円

・耐震補強：2園

事業内容事業内容事業内容事業内容

① 私立学校一般補助金 4,868,648千円

ア 私立高校及び私立専修・各種学校の

経常的経費に対する補助 3,498,004千円

・私立高校については、引き続き経常的経費に

対する補助率50％を維持

・特別支援教育のサポート要員配置に対する補助

・「語学指導等を行う外国青年招致事業」活用に

よる外国語指導助手配置に対する補助【新規】



【 総務部 学事文書課 】

山形県立米沢栄養大学への大学院設置検討（新規）山形県立米沢栄養大学への大学院設置検討（新規）山形県立米沢栄養大学への大学院設置検討（新規）山形県立米沢栄養大学への大学院設置検討（新規）

6,0006,0006,0006,000千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：6,0006,0006,0006,000千円千円千円千円））））

○ 高度な専門知識と実践力を有し、本県の健康づくりの現場で指導的な役割を発揮する人

材の育成等を図るため、米沢栄養大学への大学院（修士課程）設置を検討

米沢栄養大学第１期生の卒業時期に合わせ

た平成30年４月の開設を念頭に、米沢栄養大

目目目目 的的的的

事業内容事業内容事業内容事業内容

○医療の高度化や高齢化による疾病構造変化に対

応できる高度専門知識を持つ、質の高い管理栄

養士養成への対応

○資格取得後の健康栄養系

米沢栄養大学開学後の課題

２２２２

た平成30年４月の開設を念頭に、米沢栄養大

学への大学院（修士課程）設置に向けた検討

大学院設置検討経費 6,000千円

・教育課程編成、学生確保見通し等に関する

分析・調査支援業務委託

・学生、事業所等に対するニーズ調査

・検討組織の設置、有識者からの意見聴取 等

○資格取得後の健康栄養系

の大学院への進学ニーズ

への対応

○地方創生の取組みにおけ

る地域人材育成、地域貢

献等の要請

対応・課題解決

平成３０年４月の開設を念頭に平成３０年４月の開設を念頭に平成３０年４月の開設を念頭に平成３０年４月の開設を念頭に

大学院設置に向けた検討大学院設置に向けた検討大学院設置に向けた検討大学院設置に向けた検討



【 企画振興部 県民文化課 】

文化による地域への愛着・誇り醸成事業費（新規）文化による地域への愛着・誇り醸成事業費（新規）文化による地域への愛着・誇り醸成事業費（新規）文化による地域への愛着・誇り醸成事業費（新規）

11,04711,04711,04711,047千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：11,04711,04711,04711,047千円）千円）千円）千円）

○ 地域の中で育まれ、受け継がれてきた

伝統文化・芸術に、子どもの頃から触れ

親しむ取組みを通して、地域への愛着と

誇りを醸成し、若者の県内定着・回帰に

つなげるもの。

① 総合型文化クラブ（仮称）事業への支援

3,015千円

・文化芸術団体が、公民館等において、子

ども向けに実施する伝統芸能、絵画、茶

道、華道等多様な体験事業を支援

②「こども郷土芸能芸術まつり」の開催支援

1,320千円

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

３３３３

1,320千円

・文化芸術団体が、地域の文化ホール等に

おいて、地域で郷土芸能の伝承や文化芸

術活動を行っている子どもたちに発表の

場を創出する取組みを支援

③ 子どもの文化芸術鑑賞体験プログラムの

開発等への支援 6,712千円

・文化芸術団体が行う、子ども向け体験・

参加型の鑑賞プログラムの開発等への支

援

子ども向け音楽ワークショップ



【 企画振興部 県民文化課 】

山形駅西口拠点施設整備事業費（拡充）山形駅西口拠点施設整備事業費（拡充）山形駅西口拠点施設整備事業費（拡充）山形駅西口拠点施設整備事業費（拡充）

8,277,2198,277,2198,277,2198,277,219千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：1,2411,2411,2411,241千円、当初：千円、当初：千円、当初：千円、当初：8,275,9788,275,9788,275,9788,275,978千円）千円）千円）千円）

○ 県民の文化の創造・発表機会や、質の高

い芸術の鑑賞機会を確保する等のため、山

形駅西口拠点施設の整備を進めるもの。

※整備スケジュール

① 建設工事の実施 1,509,609千円

（H28～H30債務負担） (H28年度分)

・建築工事及び設備関係工事の実施

・工事監理業務の委託

② 管理運営計画の策定 8,121千円

（H27～H28債務負担） (H28年度分)

・開館後の施設管理運営のための計画の策定

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

H26 H27 H28 H29 H30 H31

設計

建設工事

開

館

準

４４４４

・開館後の施設管理運営のための計画の策定

・県産品ショップ及びレストランの運営に係る基

本計画の策定

③ 事業用地の取得 6,757,101千円

・土地開発基金からの買戻し

④ 県民シンポジウムの開催等 1,241千円

【２月補正】

・開館に向けた機運醸成のための県民シンポジウ

ムの開催

・プレイベント及びオープニング事業の検討

建設工事

外構工事

準

備 開

館

備品購入

管理運営計画策定



【 企画振興部 市町村課 】

やまがた移住交流推進事業費（拡充）やまがた移住交流推進事業費（拡充）やまがた移住交流推進事業費（拡充）やまがた移住交流推進事業費（拡充）

34,09034,09034,09034,090千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：34,09034,09034,09034,090千円）千円）千円）千円）

○ 山形県にゆかりのある首都圏在住者等を

ターゲットにした情報発信や市町村との連

携による受入環境の整備などを通して、移

住希望者一人ひとりのニーズに応じた多様

な支援策を展開することにより、本県への

移住の促進を図るもの。

① 山形暮らしの情報発信【一部新規】 6,403千円

・「ふるさと納税利用者」をターゲットとした

山形暮らしの紹介や県内フリーペーパーの活

用による情報提供など

② やまがたハッピーライフ情報センターの運営

13,367千円

・生活、職業など移住に関する総合相談の実施

（東京有楽町駅前 東京交通会館内／土・日

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

５５５５

（東京有楽町駅前 東京交通会館内／土・日

も相談可）

③ 首都圏でのセミナーの開催 2,775千円

・先輩移住者との交流など、山形暮らしの魅力を伝

える移住セミナーの開催（地域別 12回）など

④ 地域における受け皿づくりの促進【一部新規】

1,648千円

・地域住民、先輩移住者、市町村職員などを交

えたフォーラムの開催など

⑤ 移住体験プログラムの実施【一部新規】7,172千円

・山形の文化や食、地域との交流、農業等の仕

事体験、住まい見学などを盛り込んだ移住体

験プログラムの実施（飛島・県内４地域）

やまがたハッピーライフ

情報センター

移住体験プログラムでの

地域との交流



【 企画振興部 市町村課 】

安心な雪国づくり推進事業費（拡充）安心な雪国づくり推進事業費（拡充）安心な雪国づくり推進事業費（拡充）安心な雪国づくり推進事業費（拡充）

95,89695,89695,89695,896千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：95,89695,89695,89695,896千円）千円）千円）千円）

○ 冬期間の安全・安心な生活の確保や

雪国やまがたの魅力の再発見のため、

地域の実情に応じた市町村の雪対策の

取組みの支援、除雪ボランティア活動

の促進、冬の楽しさや雪国の文化を伝

える取組み等を展開するもの。

① 次期雪対策行動計画の策定と「いきいき雪国やま

がた県民会議(仮称)」の創設【新規】 753千円

・平成29年度からの次期雪対策行動計画策定と県民総参

加による安心で元気な雪国づくりに向けた県民会議の

創設

② 雪下ろし有償ボランティアの普及【新規】

6,000千円

・雪下ろしに伴う滑落事故防止等に向け、雪下ろしを担

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

６６６６

う有償ボランティアの仕組みを導入する市町村への支援

③ 冬の楽しさや雪国文化の伝承【新規】

1,600千円

・冬の楽しさや雪国の文化を伝える人材(やまがた雪文化

マイスター(仮称))の認定と、活動の普及促進

④ 地域の実情に応じた雪対策への支援 83,400千円

・市町村に対する雪対策総合交付金の交付

⑤ 広域除雪ボランティアの活動への支援 1,071千円

・県外等からの除雪ボランティア活動に対する交通費等

の支援

⑥ きめ細かな降雪量予測情報等の提供 2,955千円

・山形県雪情報システムの運用

ボランティアによる除雪活動

子ども達へのかんじきづくり

の伝承



家庭

【 環境エネルギー部 環境企画課 】

再生可能エネルギー等設備導入促進事業費（山形県民ＣＯ再生可能エネルギー等設備導入促進事業費（山形県民ＣＯ再生可能エネルギー等設備導入促進事業費（山形県民ＣＯ再生可能エネルギー等設備導入促進事業費（山形県民ＣＯ
２２２２

削減価値創出事業）削減価値創出事業）削減価値創出事業）削減価値創出事業）

（新規）（新規）（新規）（新規） 3,6023,6023,6023,602千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：3,6023,6023,6023,602千円）千円）千円）千円）

○ 太陽光発電設備及びペレット

ストーブ等の導入に伴う家庭の

ＣＯ
２

削減効果を集約し、環境

価値の「見える化」を図る。

○ 政府のＪ－クレジット制度
※

を活用し、集約したＣＯ
２

削減

価値を県内外の企業等と取引す

○ ＣＯ
２

削減価値創出プロジェクトへの参加者募集

・ 平成28年度以降、太陽光発電設備及びペレットストーブ等の

導入に係る県補助金を受ける場合は、参加同意が条件となる。

・ 既に当該設備を導入済みの県民にも広く参加を呼び掛け。

○ ＣＯ
２

削減効果の集約及び認証等

○ 取引先企業等の開拓

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

県内外

の

企業等

家庭

太陽光

発電設備

ペレット

ストーブ

７７７７

価値を県内外の企業等と取引す

ることにより、地方の取組みを

都市圏が支援する仕組みにつな

げる。

※ Ｊ－クレジット制度とは、再生可能エ

ネルギー発電や省エネ機器の導入などに

よるＣＯ
２

等の排出削減量・吸収量を国

が認証する制度。

国の認証等を経て、市場での取引が可

能となったＣＯ
２

削減量・吸収量のこと

を「クレジット」といい、単位はＣＯ
２

トン。 再エネ設備導入で生み出された環境価値の取引収入を、再エネ設備導入で生み出された環境価値の取引収入を、再エネ設備導入で生み出された環境価値の取引収入を、再エネ設備導入で生み出された環境価値の取引収入を、県の環境施県の環境施県の環境施県の環境施

策に策に策に策に使うこと使うこと使うこと使うことで、全ての県民に還元することができる。で、全ての県民に還元することができる。で、全ての県民に還元することができる。で、全ての県民に還元することができる。

県

ＣＯ
２

削減

価値創出

プロジェクト

推進組織を

設置のうえ

事業実施

設備導入補助設備導入補助設備導入補助設備導入補助

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加（同意）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加（同意）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加（同意）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ参加（同意）

ＣＯＣＯＣＯＣＯ
２２２２

削減削減削減削減効果拠出効果拠出効果拠出効果拠出

環境施策の提供環境施策の提供環境施策の提供環境施策の提供 取引収入取引収入取引収入取引収入

ＣＯＣＯＣＯＣＯ
２２２２

削減価値取引削減価値取引削減価値取引削減価値取引

（平成29年度以降）

（環境価値）



【 環境エネルギー部 エネルギー政策推進課 】

再生可能エネルギー発電事業促進資金利子補助事業費（拡充）再生可能エネルギー発電事業促進資金利子補助事業費（拡充）再生可能エネルギー発電事業促進資金利子補助事業費（拡充）再生可能エネルギー発電事業促進資金利子補助事業費（拡充） 20,00020,00020,00020,000千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初： 20,00020,00020,00020,000千円）千円）千円）千円）

再生可能エネルギー等設備導入促進事業費（設備導入補助事業）（拡充）再生可能エネルギー等設備導入促進事業費（設備導入補助事業）（拡充）再生可能エネルギー等設備導入促進事業費（設備導入補助事業）（拡充）再生可能エネルギー等設備導入促進事業費（設備導入補助事業）（拡充）

191,507191,507191,507191,507千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：191,507191,507191,507191,507千円）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

○ 「大規模事業の県内展開促進」のための再生可能エネルギー発電事業立ち上げ時の支援及

び「地域分散型の導入促進」のための家庭等向け再生可能エネルギー設備導入の支援を行う。

○ 県商工業振興資金（再生可能エネルギー

発電事業促進資金）の融資を受けた事業者

に対する利子補助

＜変更点＞

○ 家庭・事業所における再生可能エネルギー等

設備の導入に対する補助

＜変更点＞

・新築住宅における太陽光発電設備の普及率を勘案し上限額引下げ

・「やまがた森林ノミクス」推進の観点から、木質バイオマス燃焼

機器の補助率・上限額を引上げ

・災害対応力の強化の観点から、蓄電池設備を新たに対象に追加

８８８８

＜変更点＞

・補助対象に「中小水力発電」を追加

・補助金を交付する期間を明確化

区分区分区分区分 補助期間補助期間補助期間補助期間 備考備考備考備考

・風力発電

・地熱発電

・バイオマス発電

・中小水力発電

融資実行から

３年間

・太陽光発電

融資実行から

１年間

新規認定は

平28で終了

・災害対応力の強化の観点から、蓄電池設備を新たに対象に追加

区分区分区分区分 設備要件設備要件設備要件設備要件 設置対象設置対象設置対象設置対象

補助率補助率補助率補助率

（上限額）（上限額）（上限額）（上限額）

備考備考備考備考

太陽光発電設備

（新築設置） 発電出力

10kW未満

住宅用

事業所用

2.5万円/kW

（10万円）

上限額引下げ

太陽光発電設備

（既築設置）

2.5万円/kW

（20万円）

木質バイオマス

燃焼機器

ストーブ 住宅用

事業所用

農業施設用

1/2

（10万円）

補助率引上げ

ボイラー

1/2

（50万円）

補助率・上限額

引上げ

太陽熱利用装置

集熱面積

２㎡以上

住宅用

1/10

（5万円）

地中熱利用装置

・融雪装置

COP3.0以上 住宅用

1/10

（20万円）

蓄電池設備

太陽光発電設

備と同時設置

住宅用

事業所用

1/10

（20万円）

新規



【 環境エネルギー部 エネルギー政策推進課 】

木質バイオマス発電施設整備支援事業費（新規）木質バイオマス発電施設整備支援事業費（新規）木質バイオマス発電施設整備支援事業費（新規）木質バイオマス発電施設整備支援事業費（新規）

25,00025,00025,00025,000千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：25,00025,00025,00025,000千円）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

○ 木質バイオマス発電施設の県内各地域

への導入を促進し、エネルギー戦略の一

層の推進を図るとともに、「やまがた森

林ノミクス」の推進に寄与する。

○ 特別豪雪地帯に木質バイオマス発電施設を

整備する場合において、積雪寒冷対策として

必要な設備等の設置に要するかかり増し経費

の一部を補助する。

(1) 補助対象者

県内に主たる事務所を有する民間事業者

（県企業立地促進補助金の対象企業を除く。）

９９９９

（県企業立地促進補助金の対象企業を除く。）

(2) 補助対象設備等

ボイラー建屋などの積雪寒冷対策として

必要な設備等

(3) 補助率

２分の１（限度額 50,000千円）

(4) その他補助要件

新規常用雇用者が概ね10名（総事業費が

15億円を超える施設は概ね20名）以上

積雪寒冷対策としてボイラー建屋を設置した

木質バイオマス発電所（岩手県宮古市）

写真は、林野庁作成資料「木質バイオマスの利活用の推進に

ついて（平成26年12月)」から引用



○ 合併処理浄化槽への転換（リフォーム）に係る住民負担の軽減のための助成を行う市町村に

対する補助（住宅の新築・建替時に係るものは対象外）

…転換の加速化に向けて、市町村の積極的な対応を促し住民負担の一層の軽減を図る加算補助制度を創設

(1) 個人設置型の場合

① 基本補助（個人負担額の３分の１を補助）

【 環境エネルギー部 水大気環境課 】

浄化槽整備促進事業費（拡充）浄化槽整備促進事業費（拡充）浄化槽整備促進事業費（拡充）浄化槽整備促進事業費（拡充）

73,68273,68273,68273,682千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：73,68273,68273,68273,682千円）千円）千円）千円）

○ 生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から合併

処理浄化槽への転換を促進し、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止する。

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 基本補助（個人負担額の３分の１を補助）

【基本スキーム】

② 重点化補助（①への加算補助）【新規】…市町村が国交付金基準額以上の助成を行う場合に県補助金を加算

【基本スキーム】

(2) 市町村設置型の場合（個人負担額（分担金）の２分の１を補助）

【基本スキーム】

１０１０１０１０

実負担（４割）県補助金１／３

個人（設置者）負担（６割）

市町村２／３国１／３

国交付金基準（４割）

（１割）

実負担

（１割）１／２

県補助金

１／２

市町村７／１５国１／３

国交付金基準 分担金（２割）

＋α ＋α 実負担（４割－２α）県補助金１／３

個人（設置者）負担（６割－α）

市町村２／３国１／３

国交付金基準（４割）＋α

同額※ ※県加算額（上限）

５人槽５万円、６人槽以上６万５千円



【 環境エネルギー部 みどり自然課 】

山岳資源の魅力向上推進プロジェクト事業費（拡充）山岳資源の魅力向上推進プロジェクト事業費（拡充）山岳資源の魅力向上推進プロジェクト事業費（拡充）山岳資源の魅力向上推進プロジェクト事業費（拡充）

5,6595,6595,6595,659千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：5,6595,6595,6595,659千円）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

１ 「山の日(８月11日)」制定を契機とした取組み

【新規】

(1) 山に親しむ機会の創出

…親子登山体験ツアーの実施 1,478千円

(2) 県民参加による新たな魅力発信

…「やまがた百名山」の選定 682千円

○ 自然環境に対する理解の促進や観光交

流の促進を図るため、本県の豊かな山岳

資源に関する積極的な情報発信や、安心

して登山を楽しんでもらうための態勢整

備を推進する。

１１１１１１１１

…「やまがた百名山」の選定 682千円

２ 関係団体と連携した取組みの推進

(1) ネットワーク会議の開催 90千円

(2) 山岳団体による登山ガイドの養成や三大都市

圏での情報発信に対する助成【新規】 728千円

３ 登山道安全設備の整備（木歩道の補修等）

2,681千円

「初冠雪の飯豊山と名残の紅葉」



【 環境エネルギー部危機管理・くらし安心局 危機管理課 】

総合的な危機対応力の充実強化（拡充）総合的な危機対応力の充実強化（拡充）総合的な危機対応力の充実強化（拡充）総合的な危機対応力の充実強化（拡充）

4,736,3144,736,3144,736,3144,736,314千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：4,736,3144,736,3144,736,3144,736,314千円）千円）千円）千円）

○ 東日本大震災や御嶽山の噴火災害を踏ま

え、市町村や防災機関等と連携して、津波

防災対策や火山防災対策を推進するととも

に、迅速かつ確実な情報伝達体制の整備や

地域防災力の充実強化により、総合的な危

機対応力の一層の充実強化を図る。

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 津波防災対策の推進【一部新規】 5,769千円

・津波浸水想定の普及啓発

・沿岸市町における避難路整備や避難誘導

案内標識等設置の促進

② 火山防災対策の推進【一部新規】 1,236千円

・蔵王山、鳥海山の火山防災協議会の運営

１２１２１２１２

自主防災組織が行う訓練（避難訓練）自主防災組織が行う訓練（避難訓練）自主防災組織が行う訓練（避難訓練）自主防災組織が行う訓練（避難訓練）

山形県津波浸水想定山形県津波浸水想定山形県津波浸水想定山形県津波浸水想定CGCGCGCG（作成イメージ）（作成イメージ）（作成イメージ）（作成イメージ）

防災行政無線の屋外拡声器と戸別受信機防災行政無線の屋外拡声器と戸別受信機防災行政無線の屋外拡声器と戸別受信機防災行政無線の屋外拡声器と戸別受信機

蔵王山火山防災協議会蔵王山火山防災協議会蔵王山火山防災協議会蔵王山火山防災協議会

・蔵王山、鳥海山の火山防災協議会の運営

・火山防災マップの作成

③ 迅速かつ確実な情報伝達体制の整備推進

4,718,816千円

・県災害時通信ネットワークの再整備

・市町村同報系防災行政無線の整備促進

④ 地域防災力の充実強化【一部新規】 10,493千円

・防災士の養成、自主防災組織の訓練の促進

・消防団への加入促進



【 環境エネルギー部危機管理・くらし安心局 くらし安心課 】

性犯罪・性暴力被害者支援の推進（新規）性犯罪・性暴力被害者支援の推進（新規）性犯罪・性暴力被害者支援の推進（新規）性犯罪・性暴力被害者支援の推進（新規）

2,6322,6322,6322,632千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：2,6322,6322,6322,632千円）千円）千円）千円）

○ 性犯罪や性暴力被害者に対して、専門の相談

員が対応する「性暴力被害者サポートセンター

(仮称)」を開設し、被害者の心身の負担軽減や

健康の回復を支援するとともに、被害の潜在化

の防止を図る。

目目目目 的的的的

事業内容事業内容事業内容事業内容

性暴力被害者サポートセンター（仮称） 【イメージ図】

性犯罪・性暴力性犯罪・性暴力性犯罪・性暴力性犯罪・性暴力

被害者被害者被害者被害者

相談

県県県県警警警警 察察察察 県県県県産婦人科医会産婦人科医会産婦人科医会産婦人科医会

性暴力被害者性暴力被害者性暴力被害者性暴力被害者

サポートセンター（仮称）サポートセンター（仮称）サポートセンター（仮称）サポートセンター（仮称）連携

連携

・女性相談員による相談対応（電話・面接）

・支援のコーディネート

１３１３１３１３

○ 性暴力被害者サポートセンター(仮称)の設置

① 性犯罪・性暴力被害者支援【新規】2,533千円

・相談員、支援コーディネーターの配置

・病院、警察等への付添い支援

・産婦人科医療支援

・心理的・法的支援 等

② 運営協議会費等 【新規】 99千円

・上記サポートセンターの運用実績の検証

及び関係機関の情報共有を図るための協

議会を開催

連携

県県県県

協力協力協力協力 協力協力協力協力 協力協力協力協力協力協力協力協力 協力協力協力協力

県の相談機関等 県弁護士会

（法律相談）

県臨床心理士会等

（カウンセリング）

県医師会 県看護協会

連携

・支援のコーディネート

・病院・警察等への付添い支援 等

県内４ブロックに

協力医療機関を

設定



【 子育て推進部 子育て支援課 】

やまがたハッピーライフプロジェクト事業費（拡充）やまがたハッピーライフプロジェクト事業費（拡充）やまがたハッピーライフプロジェクト事業費（拡充）やまがたハッピーライフプロジェクト事業費（拡充）

※※※※やまがた安心子育てライフサポート事業費の一部を含むやまがた安心子育てライフサポート事業費の一部を含むやまがた安心子育てライフサポート事業費の一部を含むやまがた安心子育てライフサポート事業費の一部を含む 83,71283,71283,71283,712千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：83,71283,71283,71283,712千円）千円）千円）千円）

① 「やまがた出会いサポートセンター」の

運営・機能強化 62,470千円

オール山形体制での結婚支援の充実・

強化

（主な取組み）

・１対１の出会い支援サービスの機能向上、

利用拡大

・出会いの相談窓口の設置【新規】

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

〇 若い世代の結婚観や家庭観を醸成し、

社会全体で結婚を応援する気運づくり

を進めるとともに、出会いから結婚ま

での継続的かつ総合的な支援の充実・

強化を行い、未婚化・晩婚化の流れを

変え、結婚を望む一人ひとりの希望が

叶う社会の実現を図るもの。

１４１４１４１４

・出会いの相談窓口の設置【新規】

・企業間交流の促進【新規】

・結婚希望者の婚活力向上支援【新規】

・結婚・子育てポジティブキャンペーン

② ｢やまがた縁結びたい｣仲人活動への支援

・仲人活動実践者の連携促進 1,583千円

③ 乳幼児と高校生とのふれあい体験及び

ライフデザインセミナー開催 2,784千円

④ 結婚新生活支援事業（市町村実施事業）

【新規】16,875千円



【 子育て推進部 子ども家庭課 】

やまがた妊娠・出産サポート拠点づくり促進事業（拡充）やまがた妊娠・出産サポート拠点づくり促進事業（拡充）やまがた妊娠・出産サポート拠点づくり促進事業（拡充）やまがた妊娠・出産サポート拠点づくり促進事業（拡充）

（やまがた安心子育てライフサポート事業費）（やまがた安心子育てライフサポート事業費）（やまがた安心子育てライフサポート事業費）（やまがた安心子育てライフサポート事業費）

36,21536,21536,21536,215千円（２月：千円（２月：千円（２月：千円（２月：1,9111,9111,9111,911千円千円千円千円 当初：当初：当初：当初： 34,30434,30434,30434,304千円）千円）千円）千円）

○ 妊娠・出産・育児への一貫した「切れ目の

ない支援」を行うため、市町村による総合的

な相談拠点の整備を促進し、安心して子育て

できる環境づくりを推進する。

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

【課題】

１ 山形版ネウボラの実施体制の確立（各市町村での実施方

策の検討、専門的助言等）

２ 子育て支援サービスの広域的活用と新たなサービスの開

発

① 市町村がワンストップ拠点で行う母子保健

相談支援事業に対する補助【拡充】 20,000千円

② 母子保健コーディネーター研修・検討会等

の開催【一部新規】 1,203千円

・ 市町村がワンストップ拠点に配置する母子保健

コーディネーターの養成のための研修の実施

・ 広域連携連絡会議【新規】

・ 実務者検討会（県内４地域）【新規】

市町村のワンストップ拠点整備

（子育て世代包括支援センター）

母子保健コーディネーター（保健師、助産師、ソーシャルワーカー）

発

【拡充】

１ 広域連携のための連絡調整会議、地域ごとのレベ

ルアップ実務者等検討会

２ 宿泊型産後ケア構築モデル事業の実施

１５１５１５１５

③ 宿泊型産後ケア構築モデル事業の実施

【新規】 13,675千円

・ 母子保健コーディネーターが繋ぐ重要なサービスの

一つである産後ケアについて関係機関とともに地域

特性に応じた実施形態を検討

・ 宿泊型産後ケア事業をモデル的に試行することで、

今後の事業展開を促進

・ 子育てに温かい社会づくりのための検討と機運醸成

のためのセミナー等を開催

④ 妊産婦メンタルヘルスサポート、妊娠・育

児に関する情報発信 1,337千円



【 子育て推進部 子育て支援課・県土整備部 建築住宅課 】

“日本一の三世代同居”を活かした子育て支援（拡充）“日本一の三世代同居”を活かした子育て支援（拡充）“日本一の三世代同居”を活かした子育て支援（拡充）“日本一の三世代同居”を活かした子育て支援（拡充）

（やまがた安心子育てライフサポート事業費）（やまがた安心子育てライフサポート事業費）（やまがた安心子育てライフサポート事業費）（やまがた安心子育てライフサポート事業費） 7,7067,7067,7067,706千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：4,0004,0004,0004,000千円、当初：千円、当初：千円、当初：千円、当初：3,7063,7063,7063,706千円）千円）千円）千円）

○ 本県の特色である「日本一の三世代同

居」や地域の繋がりを活かすため、家族で

支え合う暮らしについての意識醸成や住宅

への支援及び地域の中高年層が気軽に交流

し、その力が活かされる場を整備すること

により、子育ての家族や地域での支え合い

を促進する。

① 三世代同居情報発信 3,706千円

・三世代同居や近居の暮らしの良さや心得

を、写真等コンテストの開催や、テレビ

やラジオを通して紹介

② シニア世代孫育てサロン(仮称)創設支援

【新規】4,000千円

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

１６１６１６１６

【新規】4,000千円

・育児を支えている祖父母世代が気軽に交

流し、孫育ての相談や情報交換ができる

拠点づくりを支援

③ 三世代同居・近居のための住宅整備支援

（県土整備部 再掲）

・リフォーム工事への補助

・新築住宅への利子補給

・県内近居移住世帯への支援【新規】



【 子育て推進部 子育て支援課 】

子育てを支える保育人材の確保（拡充）子育てを支える保育人材の確保（拡充）子育てを支える保育人材の確保（拡充）子育てを支える保育人材の確保（拡充）

（保育士人材確保研修等事業費）（保育士人材確保研修等事業費）（保育士人材確保研修等事業費）（保育士人材確保研修等事業費） 152,592152,592152,592152,592千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：7,9587,9587,9587,958千円、当初：千円、当初：千円、当初：千円、当初：144,634144,634144,634144,634千円）千円）千円）千円）

○ 就学前児童数は減少するものの、３歳未満児を中

心に保育需要の増加が続くとともに、交替制勤務や、

非正規雇用の割合が高いなど、保育現場における厳

しい雇用環境と相まって深刻な保育士不足がみられ

ることから、各種施策を実施し、子育てを支える保

育人材の確保を図る。

③保育士・保育所相談窓口設置事業【新規】 739千円

・「保育士・保育所相談窓口」を設け、専門家による

保育士サポートとともに、保育所に赴き園長等に労

働環境改善に向けたアドバイスを実施

④若年保育士の正規雇用化の促進 3,500千円

・保育所等において、若年（39歳以下）保育士の正規

雇用を増やす場合に奨励金を交付

⑤新任保育士ネットワークの形成促進 419千円

目目目目 的的的的

１７１７１７１７

・保育士の離職防止に向け、保育士相互のネットワー

ク形成に向けた合同入職式を開催

⑥保育士の再就職に向けた支援 8,125千円

・潜在保育士の再就職に向けた保育所とのマッチング

を実施するとともに、再就職に向けた潜在保育士

再就職支援研修の実施

⑦県外保育士養成施設在学生向け情報提供 101千円

・本県出身学生が在籍している養成施設を訪問し、

Ｕターンに向け、学生に本県の保育所情報等を提供

⑧保育士等資格取得支援 2,000千円

・資格取得のための受講料を支援

事業内容事業内容事業内容事業内容

①保育士修学資金貸付事業【新規】 134,360千円

（３か年分の貸付資金を計上）

・厚生労働省指定保育士養成施設に在学する保育士資格

の取得を目指す学生に修学資金を貸付

②朝夕短時間勤務保育士確保支援事業【新規】 3,300千円

・朝夕の人出が手薄な時間帯に、中高年層等の地域

の潜在保育士を活用する保育所等を支援



【 子育て推進部 子ども家庭課 】

ひとり親家庭・子どもの貧困対策総合推進事業費（新規）ひとり親家庭・子どもの貧困対策総合推進事業費（新規）ひとり親家庭・子どもの貧困対策総合推進事業費（新規）ひとり親家庭・子どもの貧困対策総合推進事業費（新規）

60,47360,47360,47360,473千円千円千円千円（２月：（２月：（２月：（２月：19,98019,98019,98019,980千円、当初：千円、当初：千円、当初：千円、当初：40,49340,49340,49340,493千円）千円）千円）千円）

○ ひとり親家庭等に対して、市町村と連携し、子育

て・生活支援をはじめ、就労、教育、経済的支援

など、総合的なパッケージとして支援を行い、自立

を促進するとともに、子どもの貧困問題の次世代

への連鎖を防止する。

目目目目 的的的的

事業内容（主なもの）事業内容（主なもの）事業内容（主なもの）事業内容（主なもの）

③ ひとり親家庭資格取得応援プロジェクト

【新規】 41,082千円

ひとり親家庭の親が就職に有利な資格取得に取

り組む場合、養成機関への入学準備から修学、就

職準備までの切れ目のない支援を実施

・入学準備金の貸付

・修学期間中の生活費及び家賃の支援

・就職準備金の貸付

④ 地域における子どもの学習支援

【一部新規】 7,313千円

【【【【全国初全国初全国初全国初】】】】

１８１８１８１８

① ひとり親家庭応援センター（仮称）の設置

【新規】 6,424千円

・ひとり親家庭等に対する総合的な相談・支援拠

点の設置

・市町村やＮＰＯ等との連携強化

② ひとり親家庭子育て生活支援事業【拡充】

4,754千円

・一時的に家事援助・保育サービス等が必要なひ

とり親家庭に対する家庭生活支援員の派遣

【一部新規】 7,313千円

・市町村が行う子どもの学習支援への支援

・ひとり親家庭等の子どもに対する学習支援と食

事の提供を行うモデル事業の実施【新規】

・ひとり親家庭の子どもや親の交流の場づくりへ

の支援【新規】



○ 女性の活躍や男女が共に働き共に育む社

会づくりを促進する観点から、女性が自身

の力を十分に発揮し、活躍できる社会づく

り及び男性も家事・育児への参画が可能と

なる労働環境づくりを推進する。

①職業生活における女性の活躍を推進①職業生活における女性の活躍を推進①職業生活における女性の活躍を推進①職業生活における女性の活躍を推進 4,1594,1594,1594,159千円千円千円千円

・女性管理職養成プログラムの実施

・企業の女性職員の独自研修派遣に対する支援

②男性の家事・育児参画促進②男性の家事・育児参画促進②男性の家事・育児参画促進②男性の家事・育児参画促進 4,2584,2584,2584,258千円千円千円千円

・「やまがた企業イクボス同盟」による社会的

機運醸成と基盤整備

・「ファザーリング全国フォーラムinやまが

た」の開催【新規】

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

【 子育て推進部 若者支援・男女共同参画課 】

共に働き共に育む社会づくり推進事業費（拡充）共に働き共に育む社会づくり推進事業費（拡充）共に働き共に育む社会づくり推進事業費（拡充）共に働き共に育む社会づくり推進事業費（拡充）

20,01320,01320,01320,013千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：20,01320,01320,01320,013千円）千円）千円）千円）

１９１９１９１９

た」の開催【新規】

・やまがたイクメン応援サイトの運営

③やまがたワーク･ライフ･バランス③やまがたワーク･ライフ･バランス③やまがたワーク･ライフ･バランス③やまがたワーク･ライフ･バランス 【新規】

リーディングカンパニーの育成リーディングカンパニーの育成リーディングカンパニーの育成リーディングカンパニーの育成 11,59611,59611,59611,596千円千円千円千円

(Step1) 企業トップ等に対する意識改革

・働き方見直しセミナーの開催

・企業子宝率の調査

(Step2) 企業の働き方見直し

・企業コンサルタントによる「働き方見直し

コンサルティングモデル事業」の実施

(Step3) 効果の波及

・Step2の先進事例を発信・企業子宝率の公表

〔H27女性管理職養

成プログラム〕

〔H27やまがた企業イクボス同盟設立式〕



【 健康福祉部 障がい福祉課 】

障がいのある人もない人も共生する社会づくり事業費（新規）障がいのある人もない人も共生する社会づくり事業費（新規）障がいのある人もない人も共生する社会づくり事業費（新規）障がいのある人もない人も共生する社会づくり事業費（新規）

23,27523,27523,27523,275千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：23,27523,27523,27523,275千円）千円）千円）千円）

○ 障がいを理由とする差別の解消を

推進するとともに、障がい者の社会参

加を支援し、障がいのある人もない人

も共生する社会の実現を図るもの。

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

7,032千円

①①①①障がい障がい障がい障がい者就労支援に結びつく新たな職場開拓者就労支援に結びつく新たな職場開拓者就労支援に結びつく新たな職場開拓者就労支援に結びつく新たな職場開拓

②②②②障がい障がい障がい障がい者スポーツの普及振興者スポーツの普及振興者スポーツの普及振興者スポーツの普及振興

1,293千円

③③③③障がい障がい障がい障がい者の芸術活動への県民理解の促進者の芸術活動への県民理解の促進者の芸術活動への県民理解の促進者の芸術活動への県民理解の促進

・介護と農業分野での障がい者就労を支援するモデル事業の実施

・県民一体で応援、サポートする機運を高めるためパラリンピアン

との交流会の開催やボランティア活動の推進 など

共生共生共生共生するするするする社会社会社会社会のののの実現実現実現実現

２０２０２０２０

⑤⑤⑤⑤障がいを障がいを障がいを障がいを理由とする差別解消の普及啓発理由とする差別解消の普及啓発理由とする差別解消の普及啓発理由とする差別解消の普及啓発

④④④④障がい障がい障がい障がい者差別解消のための体制整備者差別解消のための体制整備者差別解消のための体制整備者差別解消のための体制整備

863千円

9,555千円

③③③③障がい障がい障がい障がい者の芸術活動への県民理解の促進者の芸術活動への県民理解の促進者の芸術活動への県民理解の促進者の芸術活動への県民理解の促進

4,532千円

・県民大会の開催による周知啓発、民間事業所で差別解消の推進役

となる「心のバリアフリー推進員」の養成（全国初の取組み） など

・県民の意識啓発等により共生社会実現を推進していく組織（県民

会議）の設置や障がい者差別に関する相談窓口の整備 など

・障がい者の芸術活動やその作品を幅広く情報発信するための

芸術活動推進センターの設置や作品の巡回展示会の開催 など

障がいのある方による

絵画作品

県民と障がいのある方

のスポーツによる交流



【 健康福祉部 健康長寿推進課健康づくりプロジェクト推進室 】

健康長寿日本一実現プロジェクト事業費（拡充）健康長寿日本一実現プロジェクト事業費（拡充）健康長寿日本一実現プロジェクト事業費（拡充）健康長寿日本一実現プロジェクト事業費（拡充）

25,76025,76025,76025,760千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：25,76025,76025,76025,760千円）千円）千円）千円）

市町村や関係団体と連携した健康づくりの

取組みを全県に広げ、健康長寿日本一の実現

を目指す。

目目目目 的的的的

事業内容事業内容事業内容事業内容

・県民の自発的な健康づくりの取組みを

促進する「やまがた健康マイレージ」

事業の普及促進

③ やまがた健康づくり大賞の表彰 261千円

・創意工夫に富んだ特色ある健康づくりに取り組む企業や

地域団体に対する表彰

・自主的・主体的に健康づくりに取り組むことができる拠点

の創設への支援

① やまがた健康づくりステーションの創設 に対

する支援【新規】 5,723千円

③ やまがた健康づくり大賞の表彰 261千円

3,097千円

② やまがた健康マイレージの普及促進

3,097千円

④ やまがた受動喫煙防止宣言の普及と受動

２１２１２１２１

④ やまがた受動喫煙防止宣言の普及と受動喫

煙防止対策の促進 1,516千円

⑤ 糖尿病等の重症化予防【新規】 676千円

・治療が必要な人の早期受診の促進

⑥ 減塩プロジェクト事業の推進 1,179千

・健康プログラムの普及、適塩弁当の販売店舗の拡大、

家庭訪問による減塩の啓発

⑦ 県民健康・栄養調査の実施【新規】

7,411千円

地区集会所等

地域

住民

軽運動

健康教室

運動スペースの提供

インセンティブの付与

運動のレッスン

情報発信

の創設への支援

○広域集客型（1箇所） ○地域密着型（10箇所）

健康チェック

集客施設

広域の

住民

⑥ 減塩プロジェクト事業の推進 1,179千円

⑤ 糖尿病等の重症化予防【新規】 676千円

④ やまがた受動喫煙防止宣言の普及と受動

喫煙防止対策の促進 1,516千円

7,411千円

⑦ 県民・健康栄養調査の実施【新規】

7,411千円



【 健康福祉部 健康長寿推進課 】

介護職員確保定着促進事業費介護職員確保定着促進事業費介護職員確保定着促進事業費介護職員確保定着促進事業費（拡充）（拡充）（拡充）（拡充）

288,427288,427288,427288,427千円（２月：千円（２月：千円（２月：千円（２月：241,366241,366241,366241,366千円千円千円千円 当初：当初：当初：当初：47,06147,06147,06147,061千円）千円）千円）千円）

介護職員の人材育成及び確保、定着、離職

防止を図るため、介護職員をサポートする

事業を総合的に実施し、介護職員が安心し

て従事できるサポート体制を構築する。

目目目目 的的的的

事業内容事業内容事業内容事業内容

小中高生やその保護者に対し、「介護職」が魅力

ある仕事であることへの理解を促進させるための

創意工夫を凝らした取組みを支援する。

①元気①元気①元気①元気高齢者の介護職就労促進高齢者の介護職就労促進高齢者の介護職就労促進高齢者の介護職就労促進（新規）①元気①元気①元気①元気高齢者の介護職就労促進高齢者の介護職就労促進高齢者の介護職就労促進高齢者の介護職就労促進（新規）

③小中高生等の介護への理解促進③小中高生等の介護への理解促進③小中高生等の介護への理解促進③小中高生等の介護への理解促進（新規）③小中高生等の介護への理解促進③小中高生等の介護への理解促進③小中高生等の介護への理解促進③小中高生等の介護への理解促進（新規）

10,000千円

２２２２２２２２

高齢者を対象に研修等を実施し、介護職員のアシ

スタントとして高齢者施設への就労を促進する。

（全国初の取組み）

ひとり親を介護事業所で雇用し、住まいの提供

や保育の負担軽減、働きながら資格取得ができ

るよう支援を行う。（全国初の取組み）

介護サービスを支える人材確保のため、介護福

祉士を目指す学生に対する修学資金や、介護職

に再就職する離職者に対する就職準備金の貸付

を行う。

①元気①元気①元気①元気高齢者の介護職就労促進高齢者の介護職就労促進高齢者の介護職就労促進高齢者の介護職就労促進（新規）①元気①元気①元気①元気高齢者の介護職就労促進高齢者の介護職就労促進高齢者の介護職就労促進高齢者の介護職就労促進（新規）

3,815千円

②②②②ひとり親の介護職参入支援ひとり親の介護職参入支援ひとり親の介護職参入支援ひとり親の介護職参入支援（新規）②②②②ひとり親の介護職参入支援ひとり親の介護職参入支援ひとり親の介護職参入支援ひとり親の介護職参入支援（新規）

10,000千円

④④④④介護福祉士修学資金等の貸付介護福祉士修学資金等の貸付介護福祉士修学資金等の貸付介護福祉士修学資金等の貸付（拡充）④④④④介護福祉士修学資金等の貸付介護福祉士修学資金等の貸付介護福祉士修学資金等の貸付介護福祉士修学資金等の貸付（拡充）

247,819千円



○ 看護師不足解消に向け、学生の確保定着に重点

を置きながら、看護師確保対策を推進する。

課題と対策課題と対策課題と対策課題と対策

【 健康福祉部 地域医療対策課 】

看護師確保対策費（拡充）看護師確保対策費（拡充）看護師確保対策費（拡充）看護師確保対策費（拡充）

245,260245,260245,260245,260千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：232,839232,839232,839232,839千円）千円）千円）千円）

目目目目 的的的的 主な事業内容主な事業内容主な事業内容主な事業内容

①学生の確保定着 123,668千円

○新たな修学資金貸付制度の実施○新たな修学資金貸付制度の実施○新たな修学資金貸付制度の実施○新たな修学資金貸付制度の実施 【【【【新規新規新規新規】】】】

貸付対象者 県内外の看護学生

貸付人数 60名

貸付月額 ５万円（無利子）

返還免除の

要件

県内の病院、診療所、訪問看護事業所、

介護老人保健施設等に５年以上従事

○ 県内看護学生の県内定着及び県外進学者の

Ｕターン就業が低迷

⇒ 新たな修学資金貸付制度新たな修学資金貸付制度新たな修学資金貸付制度新たな修学資金貸付制度を実施し、県内定着

及び県外進学者のＵターン就業を促進。

看 護 職 員

２３２３２３２３

②キャリアアップ 23,188千円

○認定看護師資格の取得支援等

③看護職員の離職防止 69,095千円

○病院内保育所の運営費支援等

④再就業の促進 26,146千円

○ナースセンターによる潜在看護師の再就業支援

山山山山 形形形形 県県県県 県県県県 外外外外

高 校 生

看護学生 看護学生
修学資金修学資金修学資金修学資金

県 内

定 着



① 山形ブランド発信事業 2,440千円

・ グローバル又はオールジャパンで活躍

する方など情報発信力の高い方を「山形

ブランド特命大使」に任命し、山形の魅

力をまるごと国内及び海外に発信する。

【大使による「山形ブランド」発信活動内容】

� 日常的な活動における山形の魅力の発信

� 県が関わる各種イベントや広報活動への協力

【 商工労働観光部 産業政策課 】

届けよう山形の魅力プロジェクト事業費（新規）届けよう山形の魅力プロジェクト事業費（新規）届けよう山形の魅力プロジェクト事業費（新規）届けよう山形の魅力プロジェクト事業費（新規）

12,94012,94012,94012,940千円千円千円千円（当初：（当初：（当初：（当初：12,94012,94012,94012,940千円）千円）千円）千円）

○ 「山形ブランド」を確立し、山形の知名

度アップや山形の価値向上を図るため、

「山形ブランド特命大使」を任命し、山形

の魅力をまるごと国内外に発信していくほ

か、山形のものづくりや県産品の魅力を効

果的に伝えるためのコンセプトづくりを行

うもの。

目目目目 的的的的 事業内容事業内容事業内容事業内容

� 県が関わる各種イベントや広報活動への協力

� 山形ブランドの確立と浸透に関する提言・助言

� 特命大使会議における意見交換 等

② 県産品ブランド力強化推進事業 10,500千円

・ 山形のものづくりや県産品の魅力を消

費者に効果的に伝えるためのコンセプト

づくりを行う。

【実施内容】

� 基礎調査…消費者や県民の意識調査等による県産品等

の認知度・魅力度を調査

� 共通コンセプト作成等…山形のものづくりの魅力を表現

する統一コンセプトやキャッチコピー等を作成

２４２４２４２４

山形ブランド

特命大使

県産品の販売拡大
県産品の輸出拡大
（ＴＰＰへの対応）

観光誘客の拡大
インバウンドの拡大

国
内
・海
外
の

消
費
者
・市
場

「山形ブランド」発信活動
特命大使会議

メイドインやまがたのコンセプトづくり

基礎調査 共通コンセプト作成等

ブランド構築に向
けた取組み

「優れた製品・産
品＝メイドインや
まがた」の定着

○県産品ブランド⼒強化推進事業

○山形ブランド発信事業
【【【【山形山形山形山形ブランドブランドブランドブランド発信事業発信事業発信事業発信事業】】】】

【【【【県産品県産品県産品県産品ブランドブランドブランドブランド力強化推進事業力強化推進事業力強化推進事業力強化推進事業】】】】

（（（（20数名）数名）数名）数名）


