
第４節　平成３０年度重点施策実績一覧

Ⅰ　東日本大震災及び原子力災害からの復興
整理
番号

事　　業　　名
H30決算額

(千円)
実施結果・成果 今後の課題・事業の方向性 担当課

1 原子力災害被災事
業者事業再開等支
援事業

2,509,759 被災12市町村で被災した中小企業・小規模
事業者の事業再開を支援
交付決定
　178件　1,724,847千円

・予算に対して申請件数が減少しているの
で、制度の周知方法も含め、事業の掘り起こ
しについて対応を検討する。
・引き続き原子力被災事業者の事業再開を
支援していく。

経営金融課

2 原子力災害被災地
域創業等支援事業

26,494 被災12市町村における新規創業、12市町村
外からの事業展開等の取組を支援。
交付決定
　14件　33,994千円

・予算に対して申請件数が減少しているの
で、制度の周知方法も含め、事業の掘り起こ
しについて対応を検討する。
・引き続き１２市町村内における新規創業等
を支援していく。

経営金融課

3 中小企業等グループ
施設等復旧整備補
助事業

2,810,520 東日本大震災及び原発事故により甚大な被
害を受けた中小企業等の事業再開に向け、
中小企業等グループによる一体的な復旧・復
興事業に対して、経費の一部を補助した。
年2回公募実施
（H23～H30年度計）
419グループ、3,879事業者、1,184億円交付
決定

・補助金の交付決定後、年度内に事業完了
せず、繰越や再交付となる事例があるため、
新分野事業や資材高騰による増額措置の
制度活用を促し事業完了率を高める。
・また、避難指示の解除に伴い、特別枠の申
請増加が見込まれることから、当補助金活
用を促し帰還再開を積極的に支援していく。

経営金融課

4 中小企業等復旧・復
興支援事業

147,932 東日本大震災及び原発事故により被害を受
けた中小企業が事業再開・継続する場合に
おける空き工場・空き店舗等への賃借料等
の補助、建物の建て替え、修繕等に対して補
助を行った。
・第１回目：6月4日～7月6日まで募集
  申請件数　108件
・第2回目：9月3日～9月21日まで募集
  申請件数　1件
・現年度交付決定件数　109件
・現年度交付決定額　　145,276千円
・明許繰越交付決定額 　2,656千円
・合計交付決定額　　　147,932千円

・本事業は令和元年度も引き続き事業を継
続するが、今後の課題として、避難区域の見
直しや住民の帰還等状況、事業者のニーズ
をふまえ、今後の事業の在り方を検討してい
く必要がある。

企業立地課

5 原子力災害被災事
業者等総合支援事
業
（オールふくしま経営
支援事業）

26,337 （オールふくしま経営支援）
企業のホームドクター的支援機関（商工団
体、顧問税理士等）と他の支援機関が連携し
て、オールふくしまによる効果的な経営支援
を実施する体制を運営した。
・各地域サポート委員会,オールふくしまサ
ポート委員会の開催  31件
・協議会全体会議の開催

　オールふくしま協定機関が案件発掘を行っ
たうえで検討を行うケースが大半であり、事
業者自らの相談は少ない。今後、更なるＰＲ
を行い、案件検討数を増やしていく。
　引き続き、協定機関への訪問やセミナー開
催等による制度の周知を図ることにより、中
小・小規模事業者がより利用しやすい環境
を整えていく。

経営金融課

6 避難地域商工会等
機能強化支援事業

18,033 ソフト（人的）面については、商工会等復興専
門員（３名）を設置し、経営支援体制の強化を
図った。
ハード面については、避難地域に所在する商
工会館（広野町、富岡町）の復旧整備に係る
経費について上乗せ補助を実施した。

本事業としてはＨ30年度までで完了の整理
とした。
しかし、原子力災害による避難指示は順次
解除が進んでいる一方で、現在も避難指示
が継続している区域があり、避難地域等に
おける事業再開は道半ばとなっていること
や、今後建設見込の避難地域商工会館が
あることから、十分な経営相談・支援実施が
できる体制を整備すべく必要な人員確保に
向け、引き続き国へ要望していく。

経営金融課

7 福島イノベーション・
コースト構想重点分
野等事業化促進事
業

174,697 福島イノベーション・コースト構想の重点分野
における開発プロジェクト等の事業化に向け
た伴走支援を行った。

（公財）福島イノベーション・コースト構想推進
機構に対し、補助金を交付。

・補助金　174,697千円

【課題】
事業化へ向けて、事業者が抱えるそれぞれ
の課題について把握し、求められる伴走支
援を展開していく必要がある。
【方向性】
事業者から直接ヒアリングを行いながら課題
を抽出し、事業化へ向けた進捗について相
双機構等関係機関と情報を共有しながら必
要な支援について検討する必要がある。

産業創出課
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整理
番号

事　　業　　名
H30決算額

(千円)
実施結果・成果 今後の課題・事業の方向性 担当課

8 震災関係制度資金
推進事業

327,071 東日本大震災により事業活動に影響を受け
た中小企業に対し、金融支援を行った。

平成30年度
保証料補助　294,049千円
損失補償        33,022千円

・東日本大震災により事業活動に影響を受
けた中小企業に対し、金融支援を通じて復
興を加速化させる必要がある。
・引き続き、被災を受けた中小企業への支援
に取り組む。

経営金融課

9 ふくしま復興特別資
金

40,397,000 東日本大震災により事業活動に影響を受け
た中小企業に対し、金融支援を行った。

平成30年度
融資実績 2,061件　40,209,248千円

・東日本大震災により事業活動に影響を受
けた中小企業に対し、金融支援を通じて復
興を加速化させる必要がある。
・引き続き、被災を受けた中小企業への支援
に取り組む。

経営金融課

10 復興雇用支援事業 1,825,023 (原子力災害対応雇用支援事業)
　民間企業への委託による一時的な雇用機
会の確保と、次の安定雇用につながる人材
育成を併せて実施することにより、生活の安
定を図った。
　○雇用者数：234人

(ふくしま産業復興雇用支援助成金)
　産業施策と一体となって、安定的な雇用を
確保した。
　○雇入費
　　・支給者数：3,484人
　　・支給決定事業所数：229事業所
　　・支給決定者数　　：520人
　○住宅支援費
 　 ・支給者数：7人
　　・支給決定事業所数：8事業所
　　・支給決定者数　　：25人

【課題】
・原子力災害対応雇用支援事業について
は、一時的な雇用をした後の安定した雇用
につなげていくことが課題。
・ふくしま産業復興雇用支援事業について
は、29年度に新設された住宅支援費を含め
事業者の掘り起こしをしていくことが課題。
【対応方針】
・原子力災害対応雇用支援事業について
は、ハローワーク等と連携して安定雇用に向
けた支援を実施する。
・ふくしま産業復興雇用支援事業について
は、説明会の開催やチラシの作成により周
知に努めていく。

雇用労政課

11 福島イノベーション・
コースト構想産業集
積推進事業

14,812 福島イノベーション・コースト構想実現に向け
た産業集積を推進するため、企業誘致セミ
ナーを開催し、マッチングの機会を創出した。
・名古屋セミナー（10/10）
　参加者数　92社145名
・大阪セミナー（11/13）
　参加者数　105社154名
・東京セミナー実施（3/13）
　 参加者数 145社209名

・製造業の参加者数が想定よりも少なかった
ため、効果的な周知方法を要検討。
・参加者のニーズを踏まえた講演内容。

企業立地課

12 地域復興実用化開
発等促進事業

4,227,756 ロボット、再エネ等イノベーション・コースト構想の
重点分野について、実用化開発を促進するため、
分野別審査会及び総合審査会を開催し公募提案
に対する審査を行った。また、補助金の交付を
行った。
・交付対象提案　79件
・補助金　4,054,307千円

【課題】
複数年計画の実用化開発に対して、年度末の事
業終了から次年度事業開始までの期間が４ヶ月
程であり、早期に事業開始ができるよう求められ
ている。
【方向性】
年度末の確定検査等の事務繁忙期を考慮し、次
年度への公募について、２月中に公募を開始し、
継続提案の審査会を４月中に行うことで、事業開
始までの期間の短縮を図る。

産業創出課

13 ロボットテストフィー
ルド整備等事業

3,381,610 無人航空機、災害対応ロボット等の実証試験
やロボット分野の先進的な共同研究を行う福
島ロボットテストフィールドの整備等を行い、
一部の施設を開所させた。
H30　来訪者数　　　　 5,700人
　　　　試験実施件数　53件

2019年度内の全施設開所に向けて、工事の
適切な管理執行等に取り組むとともに、更な
る利用者の拡大を図る。

ロボット産業
推進室

14 原子力被災地等企
業立地促進事業

11,895 浜通り１５市町村の工業団地への企業立地
を促進するため、企業経営者等を招聘したツ
アーを実施した。
・視察ツアー（1回目）実施（11/26～11/27）
　　参加者数　計6社7名
・視察ツアー（2回目）実施（1/16～1/17）
　　参加者数　計7社12名
・視察ツアー（３回目）実施（2/12～2/13）
　　参加者数　計8社15名

・経営者等の参加者確保のため、効果的な周知
方法を要検討。
・企画プロポーザル参加事業者に対し、参加者
確保のための具体的な周知方法等の提案を求
める。
・被災市町村を初めて訪れる参加者の目線を意
識したコース設定。
※当該事業は、H31より整理番号11「福島イノ
ベーション・コースト構想産業集積推進事業」に
統合する。

企業立地課
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整理
番号

事　　業　　名
H30決算額

(千円)
実施結果・成果 今後の課題・事業の方向性 担当課

15 放射能測定事業 12,707 　県内製造業における風評被害への対応とし
て、検査に伴う事業者の負担軽減と検査の
迅速化、検査頻度の向上を図るため、ハイテ
クプラザにおいて工業製品や加工食品の放
射能測定業務を行った。
（1）工業製品
　測定件数  278件
（2）加工食品
　測定件数1,655件

【課題】
ゲルマニウム核種分析装置(計2台)は経年
劣化により不調が発生しており、修繕や機器
更新の時期にきている。
【方向性】
継続実施。

産業創出課

16 商工業者のための放
射能検査支援事業

9,253 　県内加工食品に対する風評被害の払拭と
消費者への安全・安心を提供するため、商工
会議所連合会や商工会連合会が行う加工食
品の放射能測定検査に係る経費の一部を補
助した。
（1）商工会（26ヶ所）
　測定件数 1,226件
（2）商工会議所（10ヶ所）
　測定件数　621件

【課題】
機器の不調がすでに３件発生しており、修繕
が必要である。
【方向性】
修繕を検討する。

産業創出課

17 教育旅行復興事業 256,825 本県への教育旅行を誘致するため情報収
集、発信等を行うほか、県外の学校が教育旅
行に関して県内で活動を行う際に必要な経
費の一部を補助した。

・教育旅行、合宿誘致キャラバン943カ所
・教育旅行バス助成申請
　875件　延べ宿泊者数130,051人泊

【課題】
教育旅行入込数は回復傾向にあるが、未だ
震災前の水準には戻っていない。

【対応方向】
助成制度を継続するとともに、本県ならでは
のオンリーワンコンテンツ・ホープツーリズム
を推進することにより、入込数の回復・増加
につなげる。

観光交流課

福が満開福のしま観
光復興推進事業

505,733 【課題】
ＤＣ３か年、秋冬観光キャンペーン２年の取
組により観光客入込の回復が見られたが、
未だ震災前の水準に到らず、地域間でも回
復にばらつきがある。

【対応方向】
年間を通じた切れ目のない観光誘客を図る
ため、引き続き、秋冬キャンペーンを実施す
る。また、県土を横断する周遊企画や、浜通
りの振興を目的としたホープツーリズム等の
事業を推進することにより、県全体での観光
客入込の回復を目指す。

観光交流課18 観光地の魅力の磨き上げや観光復興に向け
た総合的な事業を展開したほか、秋・冬観光
キャンペーン、ホープツーリズムを推進した。

○観光コンテンツ強化・発信事業
・市町村観光力づくり補助金　17市町村17件
・温泉組合等のリピーター促進事業　8件
・ホープツーリズム　モニターツアー11回
 (教育旅行含む）

○観光誘客宣伝事業
・ツーリズムEXPOジャパン出展
・七転び八起き観光キャラバン　266名招待

○テーマ別広域周遊観光促進事業
・酒蔵めぐりスタンプラリー応募者数 4,391人
・フラワースタンプラリー応募者数 17,666人
・リアル宝探しイベント参加人数　201,213人

○秋・冬期誘客対策事業
・秋・冬観光キャンペーン開催
・リフト無料化キャンペーン利用者数54,579人

○コンベンション開催支援事業
・補助金33件　延べ宿泊者数17,614人泊
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整理
番号

事　　業　　名
H30決算額

(千円)
実施結果・成果 今後の課題・事業の方向性 担当課

19 福島インバウンド復
興対策事業

849,530 【課題】
外国人延べ宿泊者数が震災後初めて10万
人を超えるなど着実に回復しているものの、
訪日外国人宿泊者数の全国的な伸びに比
べると依然として低い状況にあり、大きく遅
れをとっている。

【今後の方向性】
東京から東京から新幹線で80分という東京
とのアクセスの良さ等、福島の観光の魅力
について情報発信し認知は広がっているも
のの、更なる誘客拡大を図るためには、雪・
食べ物・日本酒・歴史（サムライ）・自然など
の魅力ある観光資源があることを継続してア
ピールしていかなければならないことから、
効果的な手段で各市場へ継続して発信し、
福島に対する不安感の払拭及び旅行意欲
の向上を図り、更なる外国人観光客の誘客
につなげていく。

観光交流課

20 チャレンジふくしま首
都圏情報発信拠点
事業

98,685 平成30年度日本橋ふくしま館の実績
・来館者数：394,797人
・売上：444,251千円（税込）
・催事等開催件数：249件

・安定した店舗運営に向けた来館者数と売
上の確保を図る。
・新たな顧客の掘り起こしや情報発信力の
強化を図る。

県産品振興
戦略課

21 県産品振興戦略実
践プロジェクト

132,371 （アジア地域販路拡大事業）
・タイやマレーシアにおいてプロモーションを
行い、販路拡大を図った。
・今後の輸出拡大を図るため、市場調査及び
インドネシアへの輸送試験を実施した。
・越境ECサイトをオープンし、小規模事業者
の海外販路展開へ向けた環境整備を行っ
た。
(県産品情報発信連携事業）
・ふくしま応援シェフ等と県内生産者の交流
会（2回）、ふくしま応援シェフ等へ県産品の送
付（2回）を実施し、県産食材の魅力を発信し
た。
・県観光物産館において、時節のフェア（6
回）、物産展等の開催（2回）、大阪サテライト
ショップの開設により、県産品の風評払拭と
販路拡大を図った。
・関西圏の人気番組とタイアップし、ふくしま
の酒等の魅力を発信した（５番組）。

（アジア地域販路拡大事業）
・輸出実績がある国・地域については、現地
での販売促進活動を強化し、販路開拓・拡
大を図る。
・輸入規制のある国・地域に関しては、継続
的な情報発信を図る。
・販路開拓を進めている国・地域に関して
は、試食販売等、現地に合わせたプロモー
ションを実施し、販路開拓を図る。
・越境ECサイトの商品の充実・販売の拡大
が課題。
（県産品情報発信連携事業）
・各シェフが県産食材を店舗で活用できるよ
うな取組が必要である。
・県観光物産館において、引き続き、フェア
の開催や商品の充実を図り、来館者にとっ
て魅力的な店舗づくりに努める。
・ふくしまの酒の関西圏での知名度向上、販
路拡大に向けて、今後も訴求力の高い媒体
等を活用し、魅力を発信する。

県産品振興
戦略課

22 「ふくしまプライド。」
発信事業

120,022 日本一の「ふくしまの酒」の魅力を国内外に
おいて力強く発信し、販路拡大、ブランド力の
向上を図った。
（国内）
・ふくしまの酒まつり等の実施（６回）
（海外）
・ニューヨーク、パリ、ダボス、ワシントンD.Cに
おいてふくしまの酒をＰＲ
・ニューヨークに、ふくしまの酒専用コーナー
及びアンテナショップを開設

ふくしまの酒の知名度はまだまだ低いため、
今後も継続的に魅力を発信することにより、
知名度向上、販路拡大を図る。

県産品振興
戦略課

23 県産品・企業等連携
強化事業

22,043 県産品の風評払拭とイメージ回復を図るた
め、企業マルシェ等の開催に適切に対応でき
るよう、「日本橋ふくしま館」の外販機能を強
化した。
平成30年度日本橋ふくしま館の外販実績
・企業マルシェへの出展件数：112件

・継続的かつ広域的に外販活動を展開す
る。
・風化が進む中、企業マルシェ等の掘り起こ
しが課題。

県産品振興
戦略課

インバウンド誘客の促進を図るため、地域の
観光コンテンツの充実や人材育成など外国
人観光客の受入体制の整備を進めるととも
に、重点国・市場におけるマーケティングによ
り市場別の特性に合った顧客目線・現地目
線の施策を戦略的に実施した。
○受入体制強化事業
  ・東山温泉観光協会他13団体に対する観光
コンテンツ創出及びプロモーションの委託等
・通訳案内スペシャリストの育成：
　研修参加者延べ351名
・海外プロモーション事業
　facebookの運営（いいね数）：
　台湾 61,029人、タイ 179,140人、
　ベトナム 81,383人
　インフルエンサーの招請
　　台湾100名・タイ28名
　台湾・タイ・ベトナムに現地送客窓口の設置
・広域連携事業
　ダイヤモンドルートＰＲ動画広告配信
　 2,333万回再生
・旅行商品造成支援事業
　旅行商品造成支援：306件、延べ11,903人
　福島空港発着チャーター便運航支援：
　　11件、延べ6,749人
・案内多言語化事業
  WEBサイトの多言語化・携帯端末の最適化
支援　1件
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24 復興まちづくり加速
支援事業

58,252 ○市町村が設置する公設商業施設の運営経
費への一部補助を行うとともに、経営改善等
のための専門家派遣や、市町村、商業関係
者を対象としたセミナーを実施するなど、商
業施設の安定的な運営に向けた支援を行っ
た。
　・公設商業施設への運営費補助
　  8市町村10施設　57,122千円
　・専門家派遣　7件14名派遣
　・セミナー開催(H30.9.13･14)
    延べ53人参加

○避難指示解除区域においては住民帰還
が徐々に進んでいるが、十分ではなく、更な
る住民帰還の促進に向けて、商業機能を確
保･維持していくことが必要である。このた
め、引き続き公設商業施設を始め、住民の
買い物環境確保の取組への支援を行ってい
く。

商業まちづ
くり課

Ⅱ　ふくしまの将来を支える成長産業の創出
整理
番号

事　　業　　名
H30決算額

(千円)
実施結果・成果 今後の課題・事業の方向性 担当課

産業創出課

産業創出課【課題】
（１）再生可能エネルギー関連技術実証研究支援事
業
　県内における研究開発は着実に進展しているもの
の、技術の実用化・事業化に向けては引き続き支援
が必要。
（２）産総研連携強化型技術開発事業
　産総研の支援により、県内企業の技術の高度化が
図られているが、技術の実用化・事業化に向けては
引き続き支援が必要。
（３）海外連携型再生可能エネルギー研究開発支援
事業
　海外との共同研究は進んでいるものの、技術の実
用化・事業化に向けては引き続き支援が必要。
（４）浮体式洋上風力実証研究促進事業
　国において、引き続き、安全性・信頼性・経済性の
検証を進めてもらう必要がある。

【方向性】
（１）再生可能エネルギー関連技術実証研究支援事
業
　技術の実用化・事業化に向けて、引き続き本事業
により県内企業を支援していく。
（２）産総研連携強化型技術開発事業
　技術の実用化・事業化に向けて、引き続き本事業
により県内企業を支援していく。
（３）海外連携型再生可能エネルギー研究開発支援
事業
　関係機関と連携を図りながら、海外の再エネ先進
地との経済交流を進め、引き続き、海外企業等と共
同研究を支援していく。
（４）浮体式洋上風力実証研究促進事業
引き続き、地元事業者、国及び事業者と調整し、円滑
な事業実施を図る。

　福島新エネ社会構想の実現のため、産学官の
連携により県内企業の技術高度化等を支援した。

（１）再生可能エネルギー関連技術実証研究支援
事業
１２件採択
（２）産総研連携強化型技術開発事業
　○水素社会実現技術開発事業
　　再生可能エネルギー分野に携わる県内企業と
ハイテクプラザが共同で水素輸送・貯蔵に活用で
きる運転管理・早期故障診断の技術開発を実施
した。
　　テーマ：水素社会実現に向けたスマートO&M
（運転管理・メンテナンス）技術の開発
　○高付加価値太陽光パネル技術開発事業
　　太陽電池パネルに内蔵可能な薄型バイパスダ
イオードを開発し、高付加価値な太陽光パネルの
製作を行った。
　○産総研連携型再生可能エネルギー研究開発
補助事業　２件採択
　○再生可能エネルギー開発技術指導事業
　１２件（９社）の実技指導を実施した。
（３）海外連携型再生可能エネルギー研究開発支
援事業　６件採択
（４）浮体式洋上風力実証研究促進事業
　　福島県沖で進められている浮体式洋上風力発
電実証研究事業において、安全性・信頼性・経済
性について実証研究中。

570,466福島新エネ社会構想
等推進技術開発事
業

26

【課題】
（１）ふくしま再エネ産業集積支援体制構築事業
　これまでの再エネ研究会の活動等により、ネット
ワーク構築や産学官の連携による研究開発が促進さ
れており、次のステップとして事業化を推進する取組
が必要である。
（２）福島県・産業技術総合研究所連携推進委員会事
業
　産官学金による定期的な情報共有。
（３）再エネ産業基盤構築戦略事業
　事業化案件をより創出するため、現在判明している
県内企業の課題の解消に向けて取り組む必要があ
る。
（４）再エネ広報戦略実現事業
　これまでの県外企業による県内への新規立地や県
内企業の技術力の向上など、関連産業の育成・集積
が着実に進展しているものの、一部の企業のみなら
ず、県全体への取組に広げていくためにも、ネット
ワーク形成の継続が必要。

【方向性】
（１）ふくしま再エネ産業集積支援体制構築事業
　事業化を目指す複数の県内企業によるワーキング
グループに対し、事業計画の策定などの支援を行う。
（２）福島県・産業技術総合研究所連携推進委員会事
業
　継続して、産官学金による情報共有を行う。
（３）再エネ産業基盤構築戦略事業
　風力分野では、メーカー認証の取得に向けた県内
企業の課題解決に向けた助言等を行うなど、昨年度
の伴走支援を踏まえ、さらなる県内産業構造の高度
化を目指す。
（４）再エネ広報戦略実現事業
　本県における再エネ関連のネットワークを拡大する
ため、効果的なPRを続ける。

　産学官の連携によりネットワークの形成から県
内企業の技術高度化及び販路開拓まで、一体的
に体系的・戦略的な施策を展開した。

（１）ふくしま再エネ産業集積支援体制構築事業
　再エネ分野における県内企業のネットワーク形
成、取引拡大、海外展開を一体的に支援する「エ
ネルギー・エージェンシーふくしま」による県内企
業の支援を行った。
（２）福島県・産業技術総合研究所連携推進委員
会事業
　連携推進委員会を開催し、県及び福島再生可
能エネルギー研究所による具体的な取組に関す
る議論を行った。
（３）再エネ産業基盤構築戦略事業
  ７４１団体から構成される福島県再生可能エネ
ルギー関連産業推進研究会のネットワークを活
用し、事業化案件の創出を支援する事業可能性
調査を実施した。
（４）再エネ広報戦略実現事業
　本県の取組やエネルギー・エージェンシーふくし
まの活動をソーシャル・ネットワーキング・サービ
ス等を駆使して戦略的な広報活動を実施した。

190,172再エネ関連産業産学
官連携・販路拡大促
進事業

25
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27 未来を担う再エネ人
材交流・育成事業

43,718 【課題】
（１）　海外連携交流事業
　これまでの本事業の実施の結果、海外の再エネ先
進地との経済交流は確実に進化しており、両地域の
企業間連携案件も創出されているものの、県内企業
の海外進出、海外企業の県内進出を実現するため、
引き続き経済交流を進めていく必要がある。
（２）　未来を担う再生可能エネルギー人材育成事業
　　工業高校生が新しい産業である再生可能エネル
ギー関連産業への興味・関心がより高まるよう、効果
的なＰＲを行う必要がある。
（３）　再生可能エネルギー高度人材育成支援事業
　地域や企業のニーズに適合した人材の育成・確保
が求められている。

【方向性】
（１）　海外連携交流事業
　これまで培ってきた海外の再エネ先進地との強固な
連携基盤をさらに発展させ、専門家派遣、展示会の
相互出展、マッチング支援等を本県の再エネ産業支
援機関エネルギー・エージェンシーふくしまと連携しな
がら、実施していく。
（２）　未来を担う再生可能エネルギー人材育成事業
　高校生を始めとした若年層の再生可能エネルギー
への理解を深め、県内企業への就職につなげるた
め、引き続きリーフふくしまやＦＲＥＡの視察等の事業
を実施していく。
（３）　再生可能エネルギー高度人材育成支援事業
　再生可能エネルギーの大規模導入に伴い、メンテ
ナンス需要拡大が想定されることから、メンテナンス
人材の育成、確保を図っていく必要がある。

産業創出課

28 医療機器開発促進強
化事業

88,036 県内企業の医療機器開発の促進を図るため、専
門家の配置、セミナーの開催及び展示会への出
展、事業化モデルの創出を行った。
・薬事戦略専門家、事業化専門家による支援（計
８回）
・県内企業（延べ１５社）と４つの展示会に出展
・県内、東京、大阪でのセミナー開催
・１５の事業化モデルの創出

【今後の課題】
・本県の医療関連産業の更なる集積を進める上
では、県内で開発された医療機器の事業化が必
要であり、事業化にあたってはいくつかの障壁が
あるため、解消するための支援が求められてい
る。
【今後の取組】
更なる医療機器開発の促進を図るため、継続し
て事業を実施する。

医療関連産
業
集積推進室

29 医療トレーニング推進
事業

14,681 ・医療トレーニング実施の基盤整備のため、臨床
や医療機器市場のニーズに即した、低侵襲心臓
手術トレーニングシミュレーター装置を１０機導入
した。
・９月９日及び３月１０日にふくしま医療機器開発
支援センターにて、導入機器を利用し、心臓血管
外科医への実技指導・講演を実施した。

【課題】
外科関係学会の誘致
【対応方向】
ふくしま医療機器センターの積極的な広報や機
器等を導入することにより、学会の誘致につなげ
て行く。

医療関連産
業
集積推進室

30 チャレンジふくしま成長
分野産業グローバル展
開事業

67,248 ■医療福祉機器海外展開事業
【今後の課題】
・海外の研究機関との共同研究、販売代理店契
約、合弁会社設立等の成果が創出されている
が、事業に参加する県内企業が固定化しつつあ
る。
【事業の方向性】
・福島県医療福祉機器産業協議会のネットワー
クを活用し、海外展開新規参入企業の掘り起こし
を図ると共に、覚書を締結している海外の政府と
の連携をより一層強め、効果的なマッチングを実
施していく。
・タイ王国については、平成31年度からジェトロ
の地域間交流支援（RIT）事業が採択され、新規
参入企業への支援をより手厚く実施できることと
なった。

医療関連産
業
集積推進室

　欧州先進地との交流を進めるため、トップセー
ルスを行うとともに、人材育成・確保に関する取組
を展開した。

（１）　海外連携交流事業
　覚書を締結している、ドイツ・ノルトライン＝ヴェ
ストファーレン州、フラウンホーファー研究機構、
デンマーク（大使館）との連携強化に向けて、再生
可能エネルギー専門家派遣事業を実施した。他
事業（海外連携型補助金、進出希望企業招聘事
業等）とも連携し、効果的な事業を実施した。
　専門家派遣　４回
（２）　未来を担う再生可能エネルギー人材育成事
業
　工業高校生等に対し、再生可能エネルギー関
連技術を学んでもらう機会を提供した。
　・リーフふくしまの視察等　３０５人
　・福島再生可能エネルギー研究所一日入所体
験　２８７人
（３）　再生可能エネルギー高度人材育成支援事
業
　県内の再生可能エネルギー関連産業の将来を
担う技術者に、エンジニアリングやマネジメント等
の高度かつ専門的な知識・技術・技能を身につけ
るさせるために、大学や研究機関等に一定期間
派遣する企業に対して、その費用の一部を助成し
た。
  ３企業
　また、アカデミア・コンソーシアムふくしまと連携
し、フィールドワークを多用した講座を開設した。
　受講者数１１５名

■医療福祉機器海外展開事業
県内企業の技術を海外に発信すると共に海外市
場販路拡大を図るため、ドイツ・ノルトライン＝
ヴェストファーレン（ＮＲＷ）州及びタイ王国との交
流事業を実施した。
ア　ＮＲＷ州
　COMPAMED2018へ福島県ブースを出展し（県
内企業6社/商談数450件）、NRW州内の医療関連
企業訪問等を実施した。
イ　タイ王国及びＡＳＥＡＮ
　MEDICAL FAIR ASIA 2018へ福島県ブースを出
展（県内企業9社/商談数450件）したほか、バンコ
クにてタイ企業とのビジネスマッチングを実施し
た。
ウ　その他
　（ア）海外展開サポート事業
　　覚書を締結しているNRW州及びタイ王国の企
業等と共同研究開発を行っている県内企業に対
し費用の補助を行った（応募5件、採択4件）
　（イ）進出希望企業招聘事業
　　海外企業11社（NRW州7社、タイ2社、台湾2社）
を招聘し、副知事によるトップセールスや県内企
業とのビジネスマッチングを実施した。タイ企業1
社が県内企業との合弁会社設立に向けた調印式
を行った。

■海外展開人材招聘事業
・招聘した国際交流員による本県とドイツＮＲＷ州
との連携を始めとした海外展開のサポートを実
施。
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31 医療関連産業高度人
材育成事業

10,860 医療機器開発を目指す人材を育成するため、セミ
ナー、医療現場体験、医療機器関連企業へのイ
ンターンシップ等からなる人材育成プログラムを
実施。
（１）高度研究開発者ビジネスコース
６名受講（大学院生、社会人）
特別セミナー、医療現場研修（福島県立医科大
学）、シリコンバレー短期留学等実施
→受講生が、県内に事業所のある医療関連企業
に就職するなど、成果が出ている。
（２）一般研究開発者コース
１６名参加（大学生等）
県内医療関連企業におけるインターンシップ、企
業視察、短期集中セミナー等実施
（３）インタレスティングコース
医療機器展示会のハンズオンツアー：９２名参
加、県内高校１０２校への教育用冊子配布、
県内高校生向け出前講座の開催
（４）推進会議　３回開催

■課題
・県内医療関連企業では、依然として将来を担う
人材確保がネックとなっている。
・参加者の確保が課題である。受講に当たって、
会社や学校との両立が難しいとの声もあることか
ら、有識者とともにプログラムのブラッシュアップ
を検討する必要がある。
■方向性
・関係機関・県内企業との連携を強化し、県一丸
となった事業実施
・県内外理工系大学、福島県医療福祉機器産業
協議会との連携
・Fターンインターンシップとの連携

医療関連産
業
集積推進室

32 東京オリ・パラで世界に
アピールする医療福祉
機器等開発推進事業

60,365 救急災害、スポーツ医療に関する医療機器に特
化し、開発支援、事業化支援を行った。
・補助金交付　４件
・専門家会議の開催
・救急災害に特化した学会に出展

・製品化につながりやすい、現場ニーズに基づい
た医療機器の開発支援を行う。
・事業化支援を強化するため、展示会、学会への
出展回数を増やす。

医療関連産
業
集積推進室

33 チャレンジふくしま「ロ
ボット産業革命の地」
創出事業

397,177 県内企業と大学等のロボット開発等について
支援を行うとともに、ロボットに対する意識向
上のため催事等を行った。
・フィールドロボット研究開発事業
ハイテクプラザにおいて配管内洗浄ロボット
の開発を行った。
・ロボットフェスタふくしま2018
　来場者数　約9,600人
・ロボット関連産業基盤強化事業
　15テーマを採択し、県内企業のロボット開発
及び要素技術開発を支援。
・県産ロボット導入支援事業
　8件交付決定
・ふくしまロボット産業推進協議会事業
　年次総会、セミナーの開催、マッチング支援
　H30末現在 会員数315
・産学連携ロボット研究開発支援事業
　県内の大学等とロボット関連企業との連携
による共同研究・技術開発を支援。
・自律走行用自己位置推定システム開発事
業
　ハイテクプラザにおいて、屋外自律走行用
自己位置推定システムの開発・検証を行っ
た。

【課題】
県内企業のロボット関連産業への参入と研
究・開発成果の実用化、取引拡大に向けた
支援。
【事業の方向性】
・フィールドロボット研究開発事業
　引き続き研究開発を進めるとともに、実用
化に向けて開発する企業の発掘を目指す。
・ロボットフェスタふくしま2018
　出展事業者の確保を行う。
・ロボット関連産業基盤強化事業
　県内企業によるロボット研究、ロボット産業
参入の支援。
・県産ロボット導入事業
　県産ロボットの周知と開発・製造元の掘り
起こしを行い、更なる導入促進を図る。
・ふくしまロボット産業推進協議会開催事業
　会員数の確保、会員間の交流促進を図
る。
・産学連携ロボット研究開発支援事業
　県内大学等と県内企業の共同研究の量及
び質の向上を支援する。
・自律走行用自己位置推定システム開発事
業
　製作したセンサユニットをロボットに掲載し
検証及び修正を行う。

ロボット産業
推進室

34 航空宇宙産業集積
推進事業

69,727 航空宇宙関連産業に参入するために必要と
なる認証取得に向けた支援や展示会への出
展支援等を実施
・コンサルタント派遣による認証取得支援　４
社。
　うち３社がＨ３０年度認証取得。
・航空機産業セミナー　約５０名参加。
・国際航空宇宙展２０１８東京
　県内企業５社出展。
・エアロマートトゥールーズ
　県内企業２社出展。
・航空宇宙フェスタ開催　計約９，６００来場。
・企業間連携による航空機部品試作支援
　県内企業６社参画。

・航空宇宙産業の受注を獲得するには、多
工程の一貫受注が求められており、平成３１
年度も引き続き企業間連携による航空機部
品試作支援を行う。
・新規参入のため必要となる認証の取得を
継続支援していく。
・航空機産業への参入のため、マッチング会
等を実施する。

企業立地課

35 未来を担う創造的人
材育成事業

33,401 テクノアカデミー郡山と浜にＣＡＤＣＡＭシステ
ムを整備するとともに、それらを活用した教材
開発および３Ｄデザインコンテストを実施し
て、航空宇宙関連の人的裾野拡大を図った。
・教材開発（座学・実習）４件
・開発教材の活用２件
・３ＤＣＡＤの講習会６回４１名
・デザインコンテストの応募数５０件

・教材開発については、「座学」と「実習」の
みの枠を見直して、「見学」と「講演聴講」を
含めて受講者の理解を促進する教材を開発
する。
・３Ｄデザインコンテストでは、より多くの若年
者を参加に誘導するために、航空宇宙に関
する著名人を招聘しての講演会をとおした広
報やスキル習得講習の拡充を図るとともに、
誰でも容易に航空宇宙分野のデザインに挑
戦できる課題設定を行う。

産業人材育
成課
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整理
番号

事　　業　　名
H30決算額

(千円)
実施結果・成果 今後の課題・事業の方向性 担当課

36 輸送用機械関連産
業集積推進事業

4,997 事業者関連メーカーと商談会を開催し、新た
な取引拡大を支援した。
(1) 福島県輸送用機械関連産業協議会
①総会・講演会
②商談会　福島県新技術・新工法展示商談
会
ｉｎ HONDA　開催
（平成30年10月25日）※３３企業等参加
(2)　とうほく自動車産業集積連携会議
①総会・講演会・交流会
➁デンソー向け商談会
（平成30年9月19日～20日）※１０企業参加
③トヨタ向け展示商談会
（平成31年2月7～8日）※８企業参加
④人材育成の支援

・変化する事業者ニーズに対応する必要が
あるため、平成２９年度から委嘱している自
動車産業振興アドバイザーの活動を引き続
き支援するとともに、デンソー福島等中核企
業との取引拡大を目標に、開発力・技術力・
提案力の向上を目指す。

企業立地課

37 スタートアップふくし
ま創造事業

101,195 【課題】
（１）起業の環境整備・マインド醸成
　創業支援機関の更なる能力向上やネットワー
ク強化が必要。
（２）リーディング起業家創出事業
　発掘した候補者の支援ニーズへの的確な対応
とともに、新規発掘の継続が必要。
（３）起業家チャレンジ応援事業
　採択者の多くが経営未経験であり、事業立上
げや成長に不安がある。地域課題解決の面から
社会的起業の促進にも必要性が増している。
（４）ふくしま復興・創生ファンド支援事業
　事業開始から3年経過し、クラウドファンディン
グが広く普及し、復興庁や郡山市でも類似事業
が立ち上がったため、応募件数は減少した。
【方向性】
（１）起業の環境整備・マインド醸成
　創業支援機関担当者を集めたグループワーク
形式の勉強会等を開催するとともに、各機関が
連携する取組を促進する。
（２）リーディング起業家創出事業
　知的財産や試作・市場調査等の取組みに対す
る支援メニューを新設するとともに、引き続き新
規発掘に努める。
（３）起業家チャレンジ応援事業
　引き続き採択者に対して伴走的支援を実施す
るとともに、新たに地域課題解決型の起業に対
する補助を行う。
（４）ふくしま復興・創生ファンド支援事業⇒終了

産業創出課

38 健康ビジネス創出支援
事業

5,988 ・メディカルクリエーションふくしまにおいて、県内
の健康関連企業４社が出展し商談会を行った他、
健康ビジネスに関する講演等シンポジウムも行
い、県内企業の健康ビジネスに対する意識高揚
等を図った。
・健康食品について、販路拡大の支援も行い（２
社）、県内企業の健康ビジネスへの事業化支援を
図った。

【今後の課題】
・今後の急激な市場の拡大が期待されている健
康ビジネス産業分野において、県内中小ものづく
り企業が既存の技術用いた新規参入を促し、健
康ビジネス産業の集積を図る必要がある。
【今後の取組】
・県内の健康ビジネス産業の拡大を図るため、既
存の技術等から新たに参入しやすい分野であ
る、ヘルスケア製品、介護福祉機器分野への支
援を行う。

医療関連産
業
集積推進室

39 “市場を切り拓く”デ
ザイン指向のものづ
くり企業支援事業

15,979 ・デザイン思考の製品開発の実践
企業の製品を“売れる商品”にするための製品開
発チームを結成し、総括プロデューサーを中心と
して県内企業に対する支援を開始した。
・ハイテクプラザ機器整備
３器機について１２月上旬までに導入を完了し、
講習会を実施するとともに試験的な機器開放を
行った。

【課題】
現在のモノづくりに求められているデザイン思考
の重要性を体感する機会が無く、ユーザーの多
様な視点・立場にあった体験「コト」を生み出す製
品「モノ」づくりが出来ていない。
【方向性】
デザイン思考のものづくりを実践しているプラン
ナー、デザイナー等からなる支援チームにより、
ユーザーの視点に立って試作を繰り返す手法を
体験させ、実際に製品づくりをすることで、デザイ
ン思考の効果と重要性の理解普及を図る取組を
継続する。

産業創出課

起業しやすい環境を整備し、県内外の起業希望
者からIPOを目指す成長拡大期のベンチャー企業
までを一貫して支援した。

（１）起業の環境整備・マインド醸成
　創業支援ウェブサイト運営や市町村連絡会議開
催（H31.2.5)、創業支援機関ネットワーク強化（勉
強会等H30.7.25、H31.2.12）等を通して県内の創
業支援体制の強化を図った。
　また、『ふくしまベンチャーアワード2018』を開催
して7者を表彰し、起業機運の醸成を図った。
（２）リーディング起業家創出事業
　県内大学等と連携し、大学発ベンチャー候補の
発掘から事業立上支援までを一体的に行い、県
内大学発ベンチャー創出環境の整備に取り組ん
だ（発掘20者、うち1者創業。）。
　また、県内大学生を対象とした起業家人材育成
に取り組んだ（セミナー参加者102名、うちシリコン
バレー視察研修者9名。）。
（３）起業家チャレンジ応援事業
　県内外の起業希望者に対して創業経費の一部
を補助するとともに、創業支援機関の専門家によ
る伴走的支援を行った（創業補助金交付21者）
（４）ふくしま復興・創生ファンド支援事業
　更なる成長を目指す起業家等の資金調達や販
路開拓を支援するため、クラウドファンディング
（投資型及び購入型）の活用を支援した（投資型6
者、購入型4者）。
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40 開発型・提案型企業
転換総合支援事業

33,334 下請け中心の本県ものづくり企業を創造的な魅
力ある開発型・提案型企業へ転換し、本県産業全
体の企業力向上と発展を目的として、新商品の開
発構想から製品開発、事業化までの一連の流れ
について支援を行うとともに、構想段階からの戦
略的な知的財産の活用に対する支援を行なっ
た。
・御用聞き訪問：４３社
・新商品開発：５件
・知財一貫支援事業採択数：５件
・新製品・新技術開発促進事業助成：１０件
・開発型企業発掘事業：２７８社
・開発支援事業：２０件
・現場支援事業：３６件

【課題】
自社ブランドを保有したい意向はあるものの、自
社商品を自ら開発するための知見が少ない。さ
らに、売れる商品作りのためには新規市場を狙う
ことが多く、開発後の販路開拓を懸念することで
開発に足踏みする企業が多い。
【方向性】
自社ブランド商品の開発のきっかけを得る機会
や開発した商品を売り込むための販路開拓な
ど、売れる商品づくりに必要な知識と経験を得る
ための支援を行う。
さらに、これまでに製品化・事業化まで至った企
業から第二、第三の商品が生まれるなど、開発
型・提案型企業への意識転換が進みつつあるこ
とから、引き続き支援を実施する。

産業創出課

41 福島県オリジナル清
酒製造技術の開発

21,763 以下の取組みを通して、県オリジナル酵母・
米・水を用いた清酒製造技術の向上に資す
る知見を蓄積するとともに、特に福島酒50号
については、製造技術の開発に重点的に取
り組み、蔵元への技術指導を行った。
・オリジナル清酒製造技術開発用機器の導
入
　原子吸光光度計等　4点
・小仕込み試験製成酒の有機酸・糖分析　68
点
・原料米のカリウム量分析　15種
・市販酒の香気成分分析　80点

【課題】
令和2年の福島酒50号を用いた清酒誕生に
向け、関係部局や農家、蔵元等が連携して
迅速に開発を進めることが必要。
【方向性】
定期的に部局横断の関係者打合せを行い、
共通認識を持って開発をマネジメントしてい
く。

産業創出課

42 ICT企業等立地促進
事業

6,689 （１）ＩＣＴオフィス立地促進事業費補助金
ＩＣＴ関連産業の更なる集積を図るため、ＩＣＴ
関連企業が県内のオフィスに立地する際の
経費を補助。
実績：１件、３，０００千円
（２）「第１回ものづくりＡＩ／ＩｏＴ展」への出展
福島県内へのＩＣＴ企業等のオフィス立地を促
進するため、２月６日～８日に開催された商
談会に出展。
上記補助金のＰＲやオフィスとして活用可能
な物件の紹介等実施した。開催中、合計７０
０枚のＰＲチラシを配布。

・補助金については、各地方振興局や市町
村を通じて、制度を周知することが重要。工
場立地だけでなく、オフィス立地への補助が
あることをより積極的にＰＲする。
・今後も首都圏等で開催される商談会に積
極的に出展し、本県の優れたICT環境や補
助制度、空き物件等をＰＲしていく。
・ICTを活用した企業・地域等の課題解決に
向けたICT企業と大学等との共同研究を支
援する。
・ICT人材の県内定着を促進していく。

企業立地課

43 ふくしま産業復興企
業立地支援事業

7,428,807 (1)ふくしま産業復興企業立地補助金
企業の生産拡大及び雇用創出を図るため、
県内で新増設を行う企業に対し、初期投資費
用の一部を補助した。
・随時、交付決定等を実施。
・交付決定済35件　7,350,000千円
・ふくしま産業復興企業立地補助金第11次募
集（平成30年5月25日～8月4日）、42企業を
指定。

(2)工業団地造成利子補給金
・6団体計15,552千円の利子補給を実施。

(3)ふくしま補助金雇用確保支援事業
・一般社団法人キャリア支援機構（郡山市）に
委託。
・支援対象15企業に対し計73回のコンサル
ティングを実施。

(4)ふくしま産業競争力強化支援事業
・一般社団法人福島県中小企業診断協会及
びトヨタ自動車東日本(株)と協力し、1企業に
対し計22回の指導活動を実施。

(1)ふくしま産業復興企業立地補助金
・事業の終期(R2年度）を見据えた、適正な
事業管理（進捗状況調査や企業との連絡を
密にする等により、早期支払いに努める。
・不正案件の未然防止のため、企業会計な
どの専門的知識を持つ有資格者による調査
を実施し、適正執行に努める。

(2)工業団地造成利子補給金
・2019年度までの制度延長（新規借入）につ
いては国に認められた。今後は、2018年度
借入分にかかる2028年度までの利子補給
金を適正に執行していく。

(3)ふくしま補助金雇用確保支援事業
・企業の人材確保について、採用機会の拡
大と定着率アップのため、継続的かつきめ
細やかな情報提供及び支援を行う必要があ
る。

(4)ふくしま産業競争力強化支援事業
・過去の指導企業に対するフォローを検討す
る必要がある。

企業立地課
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実施結果・成果 今後の課題・事業の方向性 担当課

44 地方拠点強化推進
事業

4,657 本社機能移転に向け、平成30年6月にプロ
ポーザルを実施し、委託業者のネットワーク
を利活用し、企業訪問、ヒアリングを実施し
た。また平成30年度税制改正の内容を反映
させるためパンフレットの修正を行った。
・回収企業に対する個別ヒアリング　205件
・本社機能移転又は拡充件数　2件

・本社機能移転には、取引先や金融機関と
の関係等から企業側のハードルも高く、移転
を現実的に検討しているような企業を対象に
誘致していく必要がある。
・東京事務所や各地方振興局、市町村と引
き続き連携して取り組むほか、ヒアリング等
により移転の可能性のある企業の掘り起こ
しを行う。

企業立地課

Ⅲ　ふくしまの地域資源を生かした産業の振興
整理
番号

事　　業　　名
H30決算額

(千円)
実施結果・成果 今後の課題・事業の方向性 担当課

45 産業活性化プログラ
ム

28,649 ・産業振興アドバイザーによる訪問指導等に
よる改善活動等を実施。
・地域の経済団体に委託し、地域中核企業の
育成及び地域企業との連携を支援
（県内全域及び相双、いわきで研究会活動や
展示会出展支援等）
・県内企業の生産効率向上のため、会津大
学に委託し、地域中核企業の生産活動に関
するビッグデータをＩｏＴを活用して分析。

・地域中核企業と地域企業との連携拡大の
ための取り組みについて、より効果が明確と
なるよう取り組む。
・地域中核企業と県内企業との連携強化の
ため、県内企業の技術力の向上、生産活動
の効率化、展示商談会などによる取引の機
会の創出については継続的に実施していく。

企業立地課

46 クリエイティブ伝統工
芸創出事業

59,562 　伝統工芸等の地場産業の新たなブランド価
値を創出するため、クリエイターと県内事業
者による新たな商品開発を行うとともに、販
路の拡大、担い手確保を図った。
①クリエイターとのマッチングによる商品開発
コシノジュンコ氏らクリエイターが参加。マッチ
ング14件。

②首都圏等における販売拡大
国内３か所、海外１か所で期間限定販売を実
施。

③担い手の確保に向けたアカデミーの運営
「ふくしまクリエイティブクラフトアカデミー」を
開講。受講生２６名。校長にコシノジュンコ
氏。

・マッチングにより開発された商品の販売体
制の構築および販路の確保が十分でないた
め、効果的な広報や販売会等により販路拡
大を図る。
・「ふくしまクリエイティブクラフトアカデミー」
を活用し、将来的な担い手の確保と育成を
図る。

県産品振興
戦略課

47 「売れるデザイン」イ
ノベーション事業

15,589 優れたデザインを顕彰するコンテストを行い、
モデルケースを創出することにより、ブランド
力強化や販路開拓・拡大を図った。
・11月～1月までふくしまベストデザインコンペ
ティションの応募賞品を募集し、2月に審査会
を実施。応募総数337商品のうち17商品が受
賞。

・ブランド力強化及び販路拡大に向けて、デ
ザインが優れた商品を増やす必要がある。
そのため、県内事業者へパッケージ、ネーミ
ング等の重要性を周知今後もデザイン活用
について支援するととともに、県内事業者へ
パッケージ、ネーミング等の重要性を周知す
ることで、県産品全体のブランド力向上と販
路拡大を図っていく。

県産品振興
戦略課

48 県産品デジタルマー
ケティング事業

118,688 ①動画の制作、配信
　ふくしまの酒等の魅力を発信する動画を３
本制作し、国内外に発信した（合計再生回数
約４６０万回）。
②ウェブや雑誌を活用したPR
　dancyuの日本酒特集に記事を掲載するとと
もに、dancyuウェブでも記事を配信することに
より、魅力を発信した。
③テレビでの魅力発信
　県内３局において、ふくしまの酒の魅力を発
信する番組を制作・放送した（１～３月）。

・ふくしまの酒の知名度はまだまだ低いた
め、知名度向上、販路拡大に向けて、デジタ
ルマーケティングを活用し、国内外に効果
的・戦略的にふくしまの酒の魅力を発信す
る。

県産品振興
戦略課
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整理
番号

事　　業　　名
H30決算額

(千円)
実施結果・成果 今後の課題・事業の方向性 担当課

49

チャレンジふくしま中
小企業上場支援事
業

651

株式上場企業を増加させるため、県内金融
機関と連携し、上場講座及び補助事業を実
施した。
・株式上場講座を11月26日に開催し、県内企
業の次世代を担う経営者11名が参加した。
・補助金の公募を5月10日から1月31日まで
行ったが、申請は0件であった。

【課題】
・上場企業を目指す企業の情報収集及び効
果的な事業PR。
・企業実態にあった補助事業の運用。
【方向性】
・関係機関と連携し、株式上場に向けた啓発
としてセミナーを開催するとともに、引き続
き、上場を目指す企業の支援を行う。

商工総務課

50 福島県プロフェッショ
ナル人材戦略拠点事
業

40,295 福島県プロフェッショナル人材拠点を設置し、
専門的な技術・知識を持つ「プロフェッショナ
ル人材」のＵＩＪターン促進を図った。
企業相談件数　314件
マッチング成約件数　38件

・セミナー開催等により事業周知に努めると
ともに、関係団体との連携をより一層密に
し、成約件数増を通じて、人材面から県内中
小企業者等の支援に取り組む。

経営金融課

51 経営支援プラザ等運
営事業

102,503 コラッセふくしま内に、「福島県経営支援プラ
ザ」を設置し、窓口に相談員を置いて経営相
談を行った。
経営支援プラザ
窓口相談件数　760件

「経営支援プラザ」の周知を更に広めて、引
き続き、経営課題を抱えた中小企業等への
ワンストップで総合的な支援を行っていく。

経営金融課

52 中小企業制度資金
貸付金
（ふくしま産業育成資
金）

3,931,000 将来性があり今後の発展が見込まれる産業
を育成するため、金融機関を通じて融資を
行った。
平成30年度
融資実績 124件　1,447,810千円

・福島県の復興を加速化するため、今後の
発展が見込まれる産業への金融支援を通じ
て県内経済の活性化を図る必要がある。
・引き続き、今後の発展が見込まれる産業
への支援に取り組む。

経営金融課

Ⅳ　ふくしまに活力を与える多様な交流の促進
整理
番号

事　　業　　名
H30決算額

(千円)
実施結果・成果 今後の課題・事業の方向性 担当課

53 ふくしまヘルスツーリ
ズム推進事業

5,509 二本松市、北塩原村のヘルスツーリズムへ
の取り組みに対し、補助金を交付した。3カ年
計画の2年目の平成29年は、人材育成のた
めの講座開催や先進地視察などを実施し、
ヘルスツーリズムの商品化へ向けた取り組
みを行った。
○二本松市事業費 3,814千円（内補助2,543
千円）
○北塩原村事業費4,449千円(内補助2,966千
円）

・ヘルスツーリズムの浸透に苦戦が見られる
ことから、内容の見直しが求められる。
・リフレッシュ要素が強い「ウェルネスツーリ
ズム」の可能性や、、登山・トレッキングなど
のアクティビティとの組み合わせなど、新た
な視点で事業の再構築を検討することが必
要。

観光交流課

54 ふくしまＤＭＯ推進プ
ロジェクト事業

42,065 戦略的な観光による地域づくりの中核を担
い、専門性の高いマーケティングを行う「日本
版ＤＭＯ」形成・確立を促進した。
・アドバイザー派遣３４件
・ホープツーリズム商品販売
　５０件　1,052人泊
・外国人によるSNSでの情報発信（ブログ：月
4回、インスタグラム等：週3回）
・おもてなし研修会
　（　８回　９６人）

・本県にしかない国内外向けのホープツーリ
ズムの振興を軸とする商品販売を展開する
ことにより、自主財源を確保し、県からの補
助金や協会員からの会費だけに頼らない財
務体質を構築する必要がある。
・地域連携DMOの確立や地域DMOの形成・
運営支援等の支援を継続する。

観光交流課

55 ふくしまグリーン・
ツーリズム推進事業

1,001 ①福島県内の農家民宿や農家レストラン等
を紹介するウェブサイト『ふくしまグリーンツー
リズムガイド』を制作・公開した。
②地域間の問題共有・情報交換・地域間連
携を促進するため、１２月１９日にふるさと子
ども夢学校推進協議会協議会開催を開催
し、各地域協議会間の取り組み状況や課題
を共有した。

グリーンツーリズムインストラクター数が減
少傾向にあることから、研修会等の開催によ
り人材育成を図る。
インバウンド需要を取り込めるよう、受入環
境を整えていく。

観光交流課

56 ものづくり企業海外
展開支援事業

3,840 産業振興センター、ジェトロや東邦銀行と協
力してタイと中国で開催される商談会にブー
スを確保し、取引支援を行った。
【ものづくり商談会出展事業】
〇6月 Ｍfairバンコク2018ものづくり商談会
 ・7社参加
 ・商談件数：105件 成約見込件数11件
 ・成約件数：3件
〇10月 ＦＢＣ上海2018ものづくり商談会
 ・5社参加
 ・商談件数：78件 成約見込件数6～7件
 ・成約件数：0件

・出展企業の固定化が見られるため、新たな
出展企業の発掘が課題。銀行等の関係機
関と連携し、広く周知を行う。

商工総務課
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整理
番号

事　　業　　名
H30決算額

(千円)
実施結果・成果 今後の課題・事業の方向性 担当課

福島空港の利活用を促進するため、就航先
からの誘客促進やチャーター便の運航促進
を図った。
平成30年度福島空港利用状況
　3,809便　267,356人
　（うちﾁｬｰﾀｰ便　国内   83便　 5,699人
　　　　　　　　　　国際 146便　20,417人）

（１）国際定期路線等再開・開拓交流促進支
援事業
　東日本大震災以降、運休中となっている国
際定期路線（ソウル、上海）の再開を働きか
けるとともに、近年、交流が拡大している台
湾、ベトナムへの国際チャーター便の支援を
行った。
（２）福島空港路線開設・拡充促進事業
　夜間駐機等の経費を支援することで、航空
機の運用時間の延長による利便性の向上に
寄与した。
（３）福島空港ウルトラ誘客プロモーション事
業
　本県出身の“特撮の神様”円谷英二監督の
出身地・須賀川市に所在する福島空港にお
いて、ウルトラヒーローを活用したイベントを
開催するとともに、就航先においても実施し、
空港のにぎわい創出と風評払拭・観光誘客
を図った。
（４）福島空港旅行商品造成促進ツアー事業
　北海道、中部、関西、四国、九州、沖縄の
旅行会社を本県に招き、観光地視察や観光
関係者との商談会を実施し、本県への旅行
商品の造成を促すとともに、関西、名古屋の
テレビ局とタイアップした旅行商品をPRし、福
島空港の利用促進及び観光誘客を図った。
（５）福島空港海外情報収集・発信窓口設置
事業
　ソウル市内に、①韓国国内の本県情報収
集、②韓国国民への本県情報の発信、③韓
国エアラインとの情報交換、を取り扱う窓口
機関を設置し、各種活動を行った。
（６）福島空港国内発着チャーター便運航促
進事業
　かつて定期便が就航していた九州・沖縄・
名古屋路線の再開を目指し、その足がかりと
なるチャーター便運航の一部を補助し、
チャーター便の運航促進を図った。
（７）福島空港サポート企業推進事業
　ビジネスで福島空港を利用する企業に「福
島空港サポート企業」登録をしてもらい、搭乗
回数に応じた特典を進呈し、ビジネス利用を
促進した。
　　・登録企業数　123社
（８）福島空港ビジネス需要調査事業
　定期路線就航先である北海道、関西地区
及びかつて就航していた福岡、名古屋、沖縄
路線の再開に向けて、県内及び利用圏域の
企業と就航先等の企業とのビジネス需要を
調査した。
（９）福島空港開港２５周年記念事業
　福島空港が開港２５周年を迎えるに当た
り、福島空港の利用促進を図るため、福島空
港利用者に対し県産品等を景品としたキャン
ペーンを実施し、福島空港の認知度向上及
び利用促進を図った。
（１０）福島空港利用インバウンド広報事業
　広告会社等に委託し、福島空港利用チャー
ター便の運航実績を持つ、ベトナム及び台湾
の国内エアラインの機内誌や、フェイスブック
でのインバウンド広報を実施した。
（１１）福島空港ベトナム連続チャーター便現
地ＰＲ事業
　ベトナム連続チャーター便の運航決定に伴
い、ベトナムでの本県観光ＰＲ及び県内での
ベトナム観光ＰＲを実施した。
（１２）「福島空港に関する有識者会議」提言
書改訂事業
　航空業界有識者や空港関係者、市長会、
町村会等を委員とする会議を開催し、中長期
的な展望を見据えた方策を検討した。

空港交流課160,570福島空港復興加速
化推進事業

57 （１）国際定期路線等再開・開拓交流促進支
援事業
　運休中の国際定期路線は風評の影響が
大きく、国際チャーター便の定期化には継続
した本県の魅力発信、県内及び近県からの
チャーター便利用者集客が課題であり、本
県の風評払拭と早期復興を図るとともに、新
規路線開設に向けた新たな地域への国際
チャーター便の誘致及び定期路線の再開を
目指す。
（２）福島空港路線開設・拡充促進事業
　航空会社が運航しやすい環境を整備し、
路線の維持・再開を図る。
（３）福島空港ウルトラ誘客プロモーション事
業
　福島空港及び就航先において、ウルトラ
ヒーローを活用したイベントを通じ、空港のに
ぎわい創出と風評払拭・観光誘客を図る。
（４）福島空港旅行商品造成促進ツアー事業
　福島空港の利便性及び周辺観光地の魅
力を認識してもらい、関西、中部、沖縄から
の定期便及びチャーター便利用旅行商品に
よる誘客促進を図るため、関西、中部、沖縄
でのメディア広報や就航先等の旅行会社の
招請ツアーを実施する。
（５）福島空港海外情報収集・発信窓口設置
事業
　ソウルは風評の影響が根強いため、情報
収集・発信窓口を活用し、早期のチャーター
便運航を目指す。
（６）福島空港発着国内チャーター便運航促
進事業
　連続チャーターや定期便化の流れを作る
ためには、チャーター便の運航実績を積み
重ねることが重要であり、旅行会社及び航
空会社に対し九州・沖縄地方・名古屋に運
航するチャーター便への支援を実施し、特に
沖縄との双方向チャーター便へに対する支
援を拡充することで、早期の沖縄定期路線
再開を目指す。
（７）福島空港サポート企業推進事業
　運行の安定にはビジネス需要の確保が重
要であり、引き続き、ビジネスで福島空港利
用が見込まれる企業に対し、福島空港のサ
ポート企業として登録してもらい、ビジネス
ユーザーの確保を図る。
（８）福島空港ビジネス需要調査事業
　調査結果を基に定期路線の拡充及び新規
路線開設等を通じた利便性向上につなげ
る。
（９）福島空港開港２５周年記念事業
　福島空港のさらなる認知度向上及び利用
促進に努める。
（１０）福島空港利用インバウンド広報事業
　台湾及びベトナムからの誘客を促進し、
チャーター便の運行実績を着実に積み重ね
るため、ダイヤモンドルートや本県の観光等
をＰＲし、さらなる認知度向上を図る。
（１１）福島空港ベトナム連続チャーター便現
地ＰＲ事業
　ベトナム連続チャーター便による誘客を促
進するため、ベトナムに対するダイヤモンド
ルートと本県の観光ＰＲを機会を捉えて実施
し、さらなる認知度向上を図る。
（１２）「福島空港に関する有識者会議」提言
書改訂事業
　航空業界を取り巻く環境を踏まえ、福島空
港の課題を明らかにし、今後の運営のあり
方と施策を検討し、2019年秋頃に取りまとめ
を行う。
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整理
番号

事　　業　　名
H30決算額

(千円)
実施結果・成果 今後の課題・事業の方向性 担当課

58 福島空港うつくしま・
ちゅらしま総合交流
事業

3,191 ・福島沖縄定期路線の再開を目指し、両県の
団体が参加するうつくしま・ちゅらしま交流・
福島空港利用促進連絡会を設立。
・福島空港を利用して交流活動を行う福島県
と沖縄県の団体に対する支援事業を実施。

・うつくしま・ちゅらしま交流・福島空港利用促
進連絡会としての福島沖縄定期路線の再開
に向けての要望活動を行う。
・当補助制度の認知度向上及び利用促進を
図り、両県の交流を促進し、福島沖縄定期
路線再開につなげる。

空港交流課

Ⅴ　産業を支える「人と地域の輝き」づくり
整理
番号

事　　業　　名
H30決算額

(千円)
実施結果・成果 今後の課題・事業の方向性 担当課

59 ふくしまで働こう！就
職応援事業

198,738 県内及び東京に拠点を設け、就職相談から
職場定着までワンストップで支援し、若年者
の県内還流・県内定着につなげ、県内産業
の人材確保・定着を図った。
　また、応援センターにて、避難者や被災求
職者、シニア層に対する相談窓口を県内７か
所に設け、就労・生活再建支援を行った。
・情報センター県内就職決定者数：573人
・応援センター就職決定者数：1,219人
　うちシニアの就職決定者数：377人

　人材不足が顕著であり、若年者の県内定
着・還流を促進するとともに、地域間及び業
種間における求人と求職のミスマッチ解消が
課題である。
　引き続き、きめ細かい就職支援を実施し、
若者やシニア層の県内企業への就職につな
げる。

雇用労政課

60 若年者生活基盤支
援事業

30,126 　若年者の県内就職と就職後の早期離職を
防止し、県内定着を図るため、研修会や巡回
相談、高校等を訪問しての講話や企業への
コンサルティング等を行った。
・新入社員研修　24回
・中堅社員研修　8回
・巡回相談　270件
・職場定着コンサルティング　10社
・社会人講話　97回
・職業講話　107回

　若者の県内就職率向上のため、県内企業
の魅力を高校生及びその保護者等へも伝え
る必要がある。
　また、就職後の早期離職を防ぐためには、
新入社員や中堅社員に対する研修だけでな
く、管理職等へも波及させていくことが必要
である。

雇用労政課

61 女性活躍促進事業 173,826 結婚や出産を機に離職した女性に対して、就
職相談、職場実習等の再就職のための支援
を実施するとともに、女性活躍とワークライフ
バランスを促進するため、企業の経営者等に
対するセミナーや企業訪問、認証制度や助
成金制度により女性が活躍でき男女が共に
働きやすい職場づくりを促進した。
・企業訪問６２０か所
・ワーク・ライフ・バランス経営塾
　2回（延べ38名参加）
・女性管理職・リーダー養成講座
　5回（延べ　　　187名参加）
・働き方改革アドバイザー養成講座
　４回（延べ９１名参加）
・働き方改革アドバイザー派遣
　３事業所
・イクボス出前講座
　３回
・ふるさと福島情報センター福島窓口利用実
績
（相談件数3,318件、就職決定者数209名）

　女性活躍、ワーク・ライフ・バランスを推進
するためには、企業のトップや管理職のみな
らず、従業員の意識改革が必要である。
　県内の中小・零細企業では、従業員数に
余裕がなく、女性活躍・ワーク・ライフ・バラン
スと言っても検討の余裕がないところもあ
る。
　ワーク・ライフ・バランスが更なる生産性の
向上に寄与しうるという視点から経営戦略と
して、ワーク・ライフ・バランスに取組むよう啓
発していく必要がある。

雇用労政課

62 将来を担う産業人材
確保のための奨学金
返還支援事業

77,308 本県の地域産業を牽引する成長産業を担う
優秀な人材を確保するため、奨学金の返還
を支援する学生の公募を行った。平成30年
度は一般枠38人、理系枠9人の計47人
（76,440千円）を交付対象者として認定した。

前年度より応募者が増えたものの定員50人
に対しては充足しなかった。
　対象年次を拡大し、より多くの学生が応募
できるようにするとともに、関係機関と連携
し、学生の保護者等に周知するなど、さらな
るＰＲ強化を図る。

雇用労政課

63 学生インターンシップ
促進事業

32,996 県内外の学生に対し、県内企業の理解を深
め、若者の県内回帰、地元定着につなげるた
め、受入企業の開拓やプログラム作成支援、
学生とのマッチング等を行うことにより、県内
企業でのインターンシップを促進した。
・マッチング件数：229件

　マッチングしたうち県外学生は約2割に満
たなかっため、県外学生等への周知の強化
や交通費等を企業とともに支援することによ
り、県外からの参加者増加を目指す。

雇用労政課

71



整理
番号

事　　業　　名
H30決算額

(千円)
実施結果・成果 今後の課題・事業の方向性 担当課

64 ふくしま若者会議運
営事業

11,308 ・首都圏大学等に進学した本県出身学生等
に出会いと交流の場を提供することで、学生
同士のネットワークを作るとともに、学生自ら
が企画・運営する交流イベントを開催すること
で、福島への思いの醸成を図り、Uターンの
機運を醸成した。
第1回イベント（8月）95名参加　第2回イベント
（12月）75名参加　第3回イベント（2月）133名
参加

より多くの学生の参加・関わりを作るため、
首都圏大学のキャリアセンターや県人会組
織との連携を強化する。

雇用労政課

65 ふくしまの企業情報
発信事業

60,915 首都圏及び県内学生等に対して、本県の企
業情報等を発信し、県内企業の理解促進を
図った。
・合同企業説明会開催等事業・・・東京都と福
島県で1回ずつ開催。参加企業　389社　参加
学生　589名。
・県内企業ガイドブック作成事業…３７３社掲
載、２８，０００部作成。専用WEBサイト「ふくし
まWORKナビ」作成。
・企業ＰＲ動画作成：30社
・首都圏大学との就職支援協定締結：全25校

引き続き積極的な情報発信を継続していくこ
とで、学生や若者の県内への就職促進を図
る。

雇用労政課

66 ふくしま地域活性化
雇用創造事業

23,035 県内成長産業分野のものづくり企業の人材
確保のため、企業の総合力アップや就職マッ
チングに向けた取組を産学官連携のもと行っ
た。
・採用力強化/業務改善セミナー 各5回（106
社参加）
・専門アドバイザーによる個別支援　5社
・県外からの高度人材雇入れ補助　6件
・就職面談会・セミナー　6回（63名参加）
・県内企業体験バスツアー　8回（82名参加）

　事業の認知度を上げるため、幅広い周知
広報を実施し、事業者及び求職者の利用促
進が課題である。
　また、事業を年度早めに実施することによ
り、十分な個別支援期間を確保する。

雇用労政課

67 成長産業等人材育
成事業

3,876 再エネ、医療、ロボット関連産業等の成長産
業に対応したカリキュラムを実施し、学生及
び在職者を対象とした人材育成を行った。
【再エネ関連】
・学生向け訓練１９４Ｈ
・在職者訓練３回
・学生施設外見学３回
・一般向け講習会１回
・展示会出展２回
【医療関連】
・学生向け訓練４５４Ｈ
・在職者訓練４回
・職員研修１回
・展示会出展２回
【ロボット関連】
・学生向け訓練３２４Ｈ
・在職者訓練３回
・職員研修１回
・一般向け講習会１回
・展示会出展１回
・学生施設外見学２回

ロボット・テストフィールドが一部開所するな
ど、イノベーション・コースト構想が進展して
いるところであるが、同構想を担う人材の不
足が課題となっていることから、構想の重点
施策分野について高度な技術を有する人材
を育てるとともに、人的裾野を拡大する取組
が必要である。
イノベーションコースト構想の推進に資する
人材の育成に重点を置いて、「ロボット関連
産業」「再生可能エネルギー産業」を中心と
した産業分野に向けた人材育成を、「テクノ
アカデミーにおけるイノベ人材等人材育成事
業」として実施する。また、同事業において
構想を担う人材の拡大に向けたフェアを実
施する。

産業人材育
成課

68 ふくしま地域創生人
材育成事業

54,034 【地域人材育成協議会の運営】
・全体会議２回
・ワーキンググループ２回
・人材育成カリキュラム策定委員会１回
　（カリキュラムの見直しを行った）
【在職者訓練（ロボット関連人材育成研修）】
・県内２会場で研修を実施
　（郡山会場16名、南相馬会場7名　計23名）
【雇用型訓練】
・県内３コースで訓練を実施
　（郡山会場　ロボットコース8名、ものづくり
コース12名、南相馬会場5名　計25名）
【若年者定着ものづくり研修の実施】
・県内の産業支援団体（２団体）へ委託し実
施
　（県北会場 中堅コース、新人コース計35
名）
　（県南会場 中堅コース、新人コース計25
名）

雇用型訓練について、訓練生の確保に苦慮
していることから、関係機関と連携し、求職
者への事業周知に努め、訓練実施企業との
マッチングを強化する。

産業人材育
成課
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整理
番号

事　　業　　名
H30決算額

(千円)
実施結果・成果 今後の課題・事業の方向性 担当課

69 歩いて暮らせるまち
づくり強化プロジェク
ト

15,000 ○まちなかにコミュニティ拠点を設置し、まち
なかの回遊性を高めるなど、「歩いて暮らせ
るまちづくり」に向けたモデル事業を実施し
た。
　・まちなかコミュニティ拠点の整備。
　　　カフェスペース、情報発信スペース、コ
　　　ミュニティスペース等を備えた拠点を整
　　　備　（H30.7.13)。
　・商店街のニーズに合った創業者の発掘と
　　空き店舗を活用した創業支援
　　　5件の創業。創業に要する経費の一部
　　　を支援。
　・公共交通機関促進事業
　　　公共交通機関を利用してまちなか訪問
　　　を促す取組を実施。福島大学と連携し
　　　「ばすあるきっぷ」を実施。また、まちな
　　　かイベントに合わせたバス利用クーポ
　　　ンを発行。

○「歩いて暮らせるまちづくり」の促進のた
め、まちなか拠点を活用して、まちなかイベ
ントとの連携を図るなど更なるまちなかの回
遊を高める取組を継続して行く必要がある。
○今後は既存施設と連携しながら、空き地を
活用したまちなか回遊促進のモデル事業を
行う。

商業まちづ
くり課

70 リノベーションまちづ
くりプロジェクト

13,845 ○商店街への覆面調査を基に専門家が提案
したリノベーションプランを商店街や個店が実
現した。また、事業主や不動産オーナー等を
対象に、リノベーションまちづくりの実践に際
して必要となる、技術的知識の習得を支援す
るためのセミナーを実施するとともに、リノ
ベーションの取組を行う民間団体等を支援す
るための専門家を派遣した。
　・リノベーションプランの実施
　　七日町通りまちなみ協議会 １商店街5個
店
　・リノベーションセミナー(H30.8.20)
　　　約４０名参加
　・専門家派遣
　　　５団体延べ10回（10人）派遣

○これまで、リノベーションまちづくりの考え
方を広めるため、各種セミナーを実施すると
ともに、リノベーションまちづくりの専門家の
派遣を行ってきた。
　今後は、不動産オーナーや創業希望者の
マッチングを行い、専門家の監修によるリノ
ベーションの実践的事業を行いながら、まち
なかの賑わい創出を図っていく。

商業まちづ
くり課

71 まちなか活性化担い
手育成事業

19,592 ○まちなかの活性化を図るため、まちなかで
起業する人材や、まちなかのリーダーとなる
人材に対して、まちづくり団体等における実
習や座学研修等を実施した。また、まちなか
活性化にかかわる方々を対象に「まちなか活
性化交流セミナー」を実施。
　・研修生を５名を採用
　　　まちづくり団体における実習。事業計画
　　　とアクションプランに基づく活動実施。
　　　座学研修14回、リーダー養成講座6回
　・まちなか活性化交流セミナー
　　　第1回（H30.11.30)　３８名参加
　　　第２回（H31. 2.  7）  １８名参加
　

○これまで実施してきたまちなか活性化の
担い手育成事業を発展させ、より実効性の
高いものとするため、新たな取組が求められ
る。このため、研修内容を若者に関心がある
リノベーションに特化して、早期の起業につ
なげていく。
　また、高校生に対し、まちなか・商店街に
接する機会を提供するプログラムの導入も
図る。

商業まちづ
くり課
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