
重点事業　事業一覧

整理
番号

事　　業　　名 区分 担当部局 担当課 事　業　概　要 事業費

☆ 1
ふくしま医療福祉機器グローバル展
開事業

新規 商工労働部 産業創出課

　本県の医療福祉関連機器の販路拡大を支援するため、これまでの「うつく
しま次世代医療産業集積プロジェクト」の取組みにより培われた、県内企業
等が有する技術・製品を国内はもとより、海外に向けても広くPRする。 25,445

☆ 2
ふくしま医療機器産業ハブ拠点形成
事業

一部新規 商工労働部 産業創出課

　国内で先進的な取組みとして高い評価を受けている医療機器産業の集積を
さらに加速させ、全国的な拠点形成を進めるため、これまで実施してきた医
療ニーズの掘り起こしによる県内企業での設計開発・生産の促進や人材育成
に加え、製品試作支援や企業支援等、幅広い対象への支援を行う。

48,389

☆ 3
環境・新エネルギー関連産業創出プ
ロジェクト事業

新規 商工労働部
企業立地課
産業創出課

　県内企業等の関連分野への進出を促進し、環境・新エネルギー関連産業の
振興を図るため、研究開発への助成を行うとともに、次世代エネルギーデバ
イスの加工技術の研究や本県独自のスマートハウス構築等のモデル事業を実
施する。

33,608

☆ 4
環境・新エネルギー関連産業集積・
育成事業

継続 商工労働部
企業立地課
産業創出課

　今後の成長が期待される環境・新エネルギー関連産業について、ネット
ワークの形成から取引拡大まで体系的・戦略的な推進体制を整備することに
より、その集積と育成を図る。 20,264

☆ 5 輸送用機械関連産業集積育成事業 継続 商工労働部 企業立地課

　県内企業等の開発力・技術力・提案力の向上を図り、新技術等への対応強
化を促進するとともに、新たな取引拡大を支援するため、自動車関連メー
カーとの商談会を開催する。また、「とうほく自動車産業集積連携会議」を
活用し、地域産業基盤の発展と企業間の交流・取引拡大を図る。

5,282

☆ 6
半導体関連産業クラスター育成支援
事業

継続 商工労働部 産業創出課

　産学官の連携による協議会の運営、半導体関連産業コーディネーターの設
置等により、提案力・競争力を備えた企業の育成に取り組み、域内付加価値
の増大による県内半導体関連産業の振興を目指す。 3,773

☆ 7 成長産業育成資金 継続 商工労働部 金融課

　環境・新エネルギー関連産業や農商工連携等の将来性や成長性が見込める
産業育成を金融面から支援する。

2,500,000

　　　　プログラム２　ふくしまの特性を生かした産業の総合力発揮プログラム

☆：「当初予算主要事業一覧」掲載事業
再掲事業は再掲元の番号を記載してあります。

（１）　医工連携をはじめとした成長産業の集積

資料２別添 参考資料 （重点事業：重点プログラム別）

1 



重点事業　事業一覧

整理
番号

事　　業　　名 区分 担当部局 担当課 事　業　概　要 事業費

　　　　プログラム２　ふくしまの特性を生かした産業の総合力発揮プログラム

☆：「当初予算主要事業一覧」掲載事業
再掲事業は再掲元の番号を記載してあります。

資料２別添 参考資料 （重点事業：重点プログラム別）

☆ 8 がんばる企業・立地促進補助金 一部新規 商工労働部 企業立地課

　環境・新エネルギー関連産業や農商工連携関連産業など、将来性と成長性
のある産業の立地促進と雇用創出を図るため、特定業種の企業などを対象と
して、立地する際の初期投資額の一部を支援する。なお、地域活性化枠につ
いて要件を緩和するほか、情報産業（データセンター等）を誘致するための
補助制度を新設する。

500,000

☆ 9 ふくしま産学官連携推進事業 継続 商工労働部 産業創出課

　農商工連携、環境・新エネルギー、ＩＴ、食品分野において産学官連携の
推進や研究開発成果の活用による事業化を促進するために、産学官連携フェ
ア等を実施する。また、学の考えを熟知し、教育界、産業界に精通した方
を、産学官連携アドバイザーとして委嘱する。

1,147

☆ 10 知的財産「ふくしま宝の山」事業 一部新規 商工労働部 産業創出課

　県内の中小企業が開発した技術や知的財産を有効に活用し、競争力のある
商品を開発するため、知的財産に関する総合的な支援体制により、研究開発
から製品化・事業化までにわたる一体的な支援を行い、県内産業の基礎強化
を図る。

3,200

☆ 1
ふくしま・６次化ステップアップ事
業

新規 農林水産部
農産物安全流通
課

　地域産業6次化の取組みをさらに加速させるため、商品種類別の分科会に
よる新しい商品の集中的な創出への支援や、県内での加工体制構築のための
一次加工施設整備活用指針の策定を行う。また、創業塾の卒業生を対象にマ
スターコースを設置し、コーディネーターを養成する。さらに、6次化商品
を選定したカタログを作成しPRを行うとともに、物流業者と連携して安価な
物流システムを構築し、首都圏等へ販売促進を行う。

26,501

☆ 2 ふくしま・地域産業６次化推進事業 継続 農林水産部
農産物安全流通
課

　地域産業の６次化を推進するため、全県のネットワークや各地方別のネッ
トワークを拡充するとともに、意欲のある人材を育成する。さらに、本県の
食文化や味覚、観光地としての魅力を広めるフェアを開催し、６次化産品を
県内外に発信する。

28,001

☆ 3
有機農業活用！６次産業化サポート
事業

継続 農林水産部 循環型農業課

　県産有機農産物の産地を育成するため、コーディネーターを活用し、新た
な需要を開拓するとともに、それに応じた供給体制を整備する。 5,987

☆ 4
地域に根ざした建設業新分野進出応
援事業

新規 土木部 建設産業室

　新分野進出を検討している建設企業の雇用の創出・確保、経営基盤の強化
を図るため、「育成塾」を創設し、建設業の自主的な新分野進出の取組みを
支援する。 7,646

（２）　地域産業の振興と販路拡大
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☆ 5 ふくしまチャレンジャー支援事業 継続 商工労働部 産業創出課

　起業家と金融機関等とのマッチングやソーシャルビジネス広報イベントの
開催など、起業家（ソーシャルビジネスを含む）を育成する環境を整備する
ことにより、明確な目標に向けて挑戦する方々を支援する。 783

☆ 6 企業等農業参入支援事業 継続 農林水産部 農業担い手課

　企業等が持つ販売力や資本、経営ノウハウ等の「強み」を活かしながら、
地域農業の多様な担い手として高付加価値商品を創出する「地域産業体」へ
と発展していくため、セミナーやガイダンス、意向調査、さらに、新規参入
企業への初期投資を補助し、意欲ある企業等の農業への参入を支援する。

7,390

☆ 7
元気なふくしま水田農業産地づくり
推進事業

新規 農林水産部
水田畑作課
農業担い手課

　農業者戸別所得補償制度の導入に伴い、各市町村への米の生産目標の配分
率を平成25年度までに一律とすることとしたため、米作付けの減尐が余儀な
くされる地域に対し、主食用米から他作物への創意工夫溢れる作付転換を推
進するための経費の一部を助成するとともに、地域をリードする先進経営モ
デルを提案する経営体の育成を支援する。

65,115

☆ 8
水稲新品種「天のつぶ」ブランド化
育成支援事業

新規 農林水産部 水田畑作課

　県が開発した水稲新品種「天のつぶ」を本県の主力品種として育成するた
め、生産振興と販売ＰＲを一体的に取り組む体制を整備し、生産者への作付
推進や実需者へのプロモーション等の活動を展開する。 16,086

☆ 9
県産品の魅力up!販路開拓プロジェク
ト

新規 観光交流局
県産品振興戦略
課

　地域産業６次化の取組み等により開発された産品やふくしまイレブン等を
始めとした県産品の国内外への販路拡大のため、商品力評価・改良支援、販
売促進活動を展開する。 28,139

☆ 10 ふくしまイレブン生産販売強化事業 継続 農林水産部
農産物安全流通
課

　本県の基盤産業である農林水産業の一層の発展を図るため、本県を代表す
る米、きゅうり、トマト、アスパラガス、もも、日本なし、りんどう、福島
牛、地鶏、ヒラメ、なめこの１１品目の農林水産物を対象に、産地強化や首
都圏量販店での販売プロモーション、輸出の促進を行う。

11,550

☆ 11 県産品ブランド力向上戦略事業 継続 観光交流局
県産品振興戦略
課

　ブランド認証産品を始め優れた県産品のブランド力向上と販路拡大を図る
ため、雑誌等を活用した情報発信や首都圏及び県内での各種プロモーション
を展開するとともに、首都圏の一流料理人・仕入れ担当者を対象とした試食
会と産地勉強会を開催する。

27,472

☆ 12 首都圏アンテナショップ事業 継続 観光交流局
県産品振興戦略
課

　県産品の試験的な販売や消費者への情報発信、消費者やバイヤーの反応・
ニーズの把揜等を通して、新たな商品開発、販売戦略構築のためアンテナ
ショップを運営するとともに、首都圏消費者への県産品の認知度向上のため
各種キャンペーン等を開催する。

15,934
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☆ 13 県産品中国市場販路開拓支援事業 継続 観光交流局
県産品振興戦略
課

　中国国内における県産品の定番商品化を図るため、中国国内に流通ネット
ワークを有する貿易会社と業務提携し、その流通ネットワークを活用して、
百貨店、スーパー等へ県産品を売り込み、商談等を行う。 6,842

14 ふくしま県産果実高度利用推進事業 継続 商工労働部 産業創出課

　県産果実等の消費拡大や有利販売につなげるため、生に近い品質で通年食
を可能とする冷凍保存技術や冷凍品を使用した加工品の開発及び長期間にわ
たり鮮度を保持する技術の開発を行い、地域産業の６次化の推進を図る。 12,001

15
ふくしまの美味しい魚発掘・活用事
業

継続 農林水産部 水産課

　漁業者の所得向上に繋がる６次産業化の推進を図るため、本県水産物の消
費拡大と価格向上のための付加価値形成や販売促進活動に対し支援する。

1,830

16 カツオのまち活性化事業 継続 農林水産部 水産課

　地域の活性化と水産物の消費拡大を図るため、本県で最も水揚げ金額の多
いカツオを活用し、いわき地区において生産者と商業者等が連携して効果的
なＰＲを行うとともに、首都圏等での販売促進を行う。 1,535

17 米粉でGO!６次化推進事業 継続 農林水産部
農産物安全流通
課

　県産米粉の一層の需要拡大を図るため、中・外食産業への販路拡大や米粉
商品の販売促進、米粉料理コンテストの実施、さらには米粉麺分野への用途
拡大等の支援を行う。 13,440

18
（特用林産振興対策事業）きのこ6
次産業化事業

継続 農林水産部 林業振興課

　自然栽培きのこの販売促進と生産者の所得向上のため、加工品開発と販路
開拓に向けた取組みを支援する。

1,100

19 ごちそうふくしま 絆づくり推進事業 新規 農林水産部 農林企画課

　農林漁業者と消費者が相互理解を深め、ともに支え合う関係を構築するた
め、農林水産業と食、緑、環境、暮らしつなぐ「ごちそう ふくしま絆づくり
運動」を展開する。 1,279

20
みんなのチカラで地域自給力向上プ
ロジェクト事業

継続 農林水産部
農産物安全流通
課

　県産農林水産物の利用拡大による地域自給力の向上を図るため、生産者組
織と集団給食施設（病院、福祉施設、社員食堂等）との連携を強めて集団給
食、食関連産業での地元農林水産物の利活用を推進する。 2,946
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21 産地生産力強化総合支援事業 継続 農林水産部

園芸課
水田畑作課
畜産課
農業担い手課

　本県の顔となる主要な園芸品目産地や、地域が重点的に産地づくりを進め
る取組み等を支援し園芸産地の拡大を図る。さらに、稲作の低コスト化や多
様な米づくり、転作作物の生産拡大等に取り組むための施設、機械の導入に
対して補助し、生産力の強化を図る。

158,000

22 強い農業づくり整備事業 継続 農林水産部
園芸課
水田畑作課

　生産・経営から流通までの総合的な強い農業づくりを推進するため、農畜
産物の高品質・高付加価値化、低コスト化、農業経営の規模拡大、食品流通
の効率化・合理化等に必要な施設等の整備事業を実施する。 60,850

23
農業新技術・新品種の普及定着支援
事業

新規 農林水産部
農業振興課
循環型農業課
園芸課

　産地の振興に資するため、意欲ある農家と普及指導員が密に連携し、実証
ほ等の設置により地域に適した新技術・新品種の普及定着を図る。

4,365

24
ふくしま売れる米づくり総合推進事
業

新規 農林水産部 水田畑作課

　米価下落と品質低下を防止し、稲作の安定、発展を図るため、主食用米に
ついては、省力・低コスト生産と特A（高品質・良食味米の安定生産）プロ
ジェクトを推進するため体制を整備し、技術の普及と定着化を図るととも
に、主食用米以外の多様な需要への対応を促すため、地域の特色ある米づく
りの取組みに支援を行う。

3,571

25 大豆・麦・そば生産向上推進事業 新規 農林水産部 水田畑作課

　大豆・麦・そばの実需者ニーズに応えた収量・品質の確保と安定供給を図
るため、新たな技術の導入をしながら作付拡大に取り組む農家等に対する支
援を行う。 8,790

26 「会津のかおり」普及促進事業 継続 農林水産部 水田畑作課

　県オリジナルそば品種「会津のかおり」を活用し、県産そばのブランド向
上を図る活動を支援するとともに、生産者から利用者までの連携強化を図
り、県産そばのブランド力向上による地域振興に結びつける。 782

27
（肉用牛生産基盤強化支援事業）
「喜多平茂」産子６００頭生産対策
事業

新規 農林水産部 畜産課

　「福島牛」の産地づくりとブランド力の強化を図るため、全国屈指の産肉
能力を誇る県基幹種雄牛「喜多平茂」を積極的に活用し、「喜多平茂」産子
を中心とした繁殖基盤づくりを推進する。 3,000

28
水田活用型自給飼料生産拡大緊急対
策事業

継続 農林水産部 畜産課

　稲WCS（ホールクロップサイレージ）生産体系への移行支援に加え地域の
耕畜連携を構築する実証的取組みを支援し、安定的な稲WCS供給体制を確立
する。 13,000
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29
水田活用型自給飼料利用体制整備事
業

継続 農林水産部 畜産課

　稲ＷＣＳ（ホールクロップサイレージ）の一層の利用拡大を図る目的で、
和牛繁殖農家等小規模飼養農家が組織化して利用可能となる体制を、モデル
的に構築するための初度的経費を助成する。 1,000

30 遊休農地対策総合支援事業 継続 農林水産部 農村振興課

　市町村の耕作放棄地解消計画に位置付けられた農地の活用を促進するた
め、再整備等の初期費用を支援するとともに、幅広い県民で組織する耕作放
棄地活用支援隊を派遣し耕作放棄地の再生利用活動等を支援する。また、多
様な主体による活用を促進するため、教育ファーム等の設置を支援する。

11,964

31
食彩ふくしま青果物知名度アップ事
業

継続 農林水産部
農産物安全流通
課

　主要消費地における県産青果物の認知度向上及び販路と消費の拡大を図る
ため、販売促進活動や各種PR活動等を実施する。

1,198

32 東アジア地域販路拡大事業 継続 観光交流局
県産品振興戦略
課

　急速に成長する東アジア地域市場をターゲットとし、年間を通じた県産品
の継続的な輸出を実現するため、現地輸入商社と商談を行い、百貨店、スー
パー等においてフェア等のプロモーション活動を実施する。 1,441

☆ 1
会津地域産学官連携型IT雇用創出事
業

新規 商工労働部 産業創出課

　会津地域における雇用の創出及びＩＴ企業に対する首都圏からの受注拡大
に対応するため、ＩＴ技術者の養成を図る。

7,992

☆ 2
普通課程訓練事業（テクノアカデ
ミー）

継続 商工労働部 産業人材育成課

　地域産業の発展を支える技能者の育成を図るため、高校卒業者等を対象に
２年間の普通職業訓練を実施する。

67,190

☆ 3
専門課程訓練事業（テクノアカデ
ミー）

継続 商工労働部 産業人材育成課

　急激な技術革新に対応できる高度な知識・技能を備えた産業人材の育成を
図るため、高校卒業者等を対象に２年間の高度職業訓練を実施する。

52,849

（３）　ふくしまの力強い産業を支える人材の育成
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☆ 4
ふくしまの福祉を支える人材の育成
事業

新規 保健福祉部 社会福祉課

　福祉・介護の分野で活躍する人材のすそ野を拡げるため、高校生に対し福
祉・介護の説明会や職場見学会を行うとともに、ホームヘルパー２級の資格
取得を支援する。 14,235

☆ 5 農業教育推進事業 新規 農林水産部 農業振興課

　就農への誘導を図るため、農業高校３年生を対象に、県内のトップクラス
の経営体への研修を実施するほか、１、２年生を対象に農業青年クラブ員と
の意見交換等を通じて農業の職業としての魅力を啓発する。 4,864

☆ 6 キャリア教育充実事業 継続 教育庁
学習指導課
特別支援教育課

　農業高等学校、工業高等学校、商業高等学校及び特別支援学校において、
産業関連の知識や技能を子どもたちに習得させるとともに、地域に定着し、
地域産業を担う人づくりのため、キャリア教育を推進する。 42,137

☆
再掲

4-(1)-19
「ほっとする、ふくしま」新農業人
応援事業

新規 農林水産部 農業振興課

　新規就農者の確保と定着、地域の活性化を促進するため、新規就農者を受
け入れようとする地域に対し、住宅の改修、中古農具の整備等の経費を補助
するとともに首都圏向けの就農セミナーを開催する。 15,534

☆
再掲
１-(3)-1

学力向上推進支援事業 新規 教育庁 学習指導課

　小・中学校においては、全県的な学力調査の実施、児童生徒の学習習慣の
確立、算数・数学を中心とした指導体制の充実などにより学力向上を図る。
高等学校においては、生徒一人ひとりの進路希望実現のため、難関大学進学
に向けた取組みや、確かな学力向上のための基礎力育成・キャリア教育に関
する取組みの支援などを行う。

81,826

☆
再掲

4-(1)-16
ふるさと福島若年者就職サポート事
業

新規 商工労働部 雇用労政課

　Fターン希望の若年者や学生のFターン就職を効果的に支援するため、合同
企業面接会等の就職イベントを開催するとともに、保護者や大学等就職部職
員を対象としたセミナーや交流会等を行う。 13,739

☆
再掲

4-(1)-17
ふるさと福島Fターン就職支援事業 一部新規 商工労働部 雇用労政課

　Fターン就職の効果的な支援のため、ふるさと福島就職情報センターの窓
口を県内と東京に設置し、県内就職を希望する学生や求職者にきめ細かな就
職相談や職業紹介を行うとともに、企業情報を発信する。 34,108

☆
再掲

4-(1)-18
新規高卒者等就職サポート事業 継続 商工労働部 産業人材育成課

　新規高卒未就職者等に対する就職支援のため、テクノアカデミーの施設や
ノウハウ等を活用した就職指導や体験学習等を実施する。

1,897
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再掲
4-(1)-20

頑張る農業応援！新規就農定着支援
事業

継続 農林水産部 農業振興課

　新規就農者の定着を促進するため、研修を受け入れる経営体にその費用を
支援して、就農希望者の技術修得による経営確立の促進を図るとともに、県
や地域における新規就農サポート体制を整備する。 12,740

再掲
4-(1)-21

森林整備担い手対策基金事業費 継続 農林水産部 林業振興課

　森林整備を担う者に対し、各種研修の実施や福利厚生の充実強化、労働安
全衛生等の事業を実施することにより、担い手の安定的確保と資質向上を図
る。 127,858

再掲
5-（3)-40

福祉・介護人材確保緊急支援事業 継続 保健福祉部
社会福祉課
福祉監査課

　福祉・介護サービス分野の人材を確保するため、施設や事業所等が行う職
場体験や研修、人材マッチング等を支援する。

108,209

プログラム２　計
（再掲分は除く）

3,879,913
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