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新型感染症の拡大防止及び
医療提供体制の整備

新型感染症の影響からの
社会・経済の回復・再生

◆新型感染症への対応

◆新たな総合計画でみんなで創り上げるふくしまの将来の姿の実現を目指して取り組む政策

全国に誇れる健康長寿県へ
結婚・出産・子育ての希望を
叶える環境づくり

「福島ならでは」の
教育の充実

ふくしまを支える人づくり

誰もがいきいきと暮らせる
県づくり

ふくしまへの新しい人の
流れづくり

親しみ・楽しみ・慈しみ
のある県づくり

過疎・中山間地域の
持続的な発展

安心の医療・介護・福祉
提供体制の整備

災害に強く犯罪の起きにくい
安全・安心な県づくり

環境と調和・共生する
県づくり

震災・原発事故からの
復興・再生

産業の持続的発展と
福島イノベ構想の推進

もうかる農林水産業の実現

再生可能エネルギー
先駆けの地の実現

魅力を最大限生かした観光・交
流の促進

ふくしまの産業を支える
人材の確保・育成

地域を結ぶ社会基盤の整備促進
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政策１ 全国に誇れる健康長寿県へ
施策① 若い世代から高齢者までライフステージに応じた疾病予防

（生活習慣病対策、がん検診推進 など）

施策② 食、運動、社会参加による健康づくり
（自転車の活用推進、健やかな体の育成への取組 など）

施策③ 高齢者の介護予防、認知症対策の強化
（介護予防に資する通いの場への参加促進 など）

施策④ 東日本大震災・原子力災害の影響を踏まえた健康づくり
（県民健康調査、被災者を対象にした健康増進、悪化予防 など）

政策２ 結婚・出産・子育ての希望を叶える環境づくり
施策① 安心して出産・子育てできる環境づくり

（不妊治療や子育て支援サービス充実 など）

施策② 出会い・結婚の希望を叶える支援の充実
（独身男女の交流等への支援 など）

施策③ 社会全体で子育てを支える仕組みづくり
（地域における子育て支援、男女の共同参画による子育ての推進など）

政策３ 「福島ならでは」の教育の充実
施策① 豊かで健やかな心と確かな学力をバランス良く身につける教育の推進

（自然体験活動など豊かな体験活動、

郷土を愛しふくしまの未来を創る取組 など）

施策② 情報活用能力や情報モラルを高める教育の推進
（情報活用能力の育成、情報モラル教育に関する取組 など）

施策③ 震災の記憶と教訓を受け継ぎ、後世へと伝える教育の推進
（東日本大震災・原子力災害を踏まえた教育、廃炉へ向けた人材育成 など）

施策④ 安心して学べる環境づくり
（避難地域などの学校に関する取組、

経済的困難を有する家庭の子どもへの経済的支援 など）

施策⑤ 個性を生かす特別支援教育の充実
（特別支援教育に関する取組 など）

政策４ ふくしまを支える人づくり
施策① 将来のふくしまを支え、チャレンジする人材の育成

（福島イノベーション・コースト構想を支える人材育成、

キャリア教育に関する取組 など）

施策② 学校・家庭・地域の連携による社会全体での学びの推進
（高校生が地域の課題探究、地域学校協働活動 など）

政策５ 誰もがいきいきと暮らせる県づくり
施策① 性別、年齢、障がいの有無等にかかわらず、互いに認め合い、

誰もが尊重される社会づくり
（男女共同参画社会の推進、女性の活躍のための環境づくり、

児童虐待対策 など）

施策② 援助を必要とする人を支え、安心、やさしさを実感できる社会の実現

（性暴力対策、援助を必要とする子どもや家庭のための支援 など）

政策６ ふくしまへの新しい人の流れづくり
施策① 新たな人の流れづくり、関係人口の拡大

（交流・関係人口の拡大に関する取組、Ｊヴィレッジの利活用など）

施策② 国際交流の推進
（国際協力・国際貢献、県と海外との様々な交流事業 など）

施策③ 移住・定住の推進、ふくしまのあたたかみを感じる受入体制
の整備

（移住・定住に係る受入環境の整備、情報発信 など）

政策１ 新型感染症の拡大防止及び医療提供体制の整備

施策① 〇〇〇〇〇〇〇

政策２ 新型感染症の影響からの社会・経済の回復・再生

施策① 〇〇〇〇〇〇〇〇
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政策１ 親しみ・楽しみ・慈しみのある県づくり
施策① にぎわいと魅力あるまちづくりの推進

（中心市街地の活性化、

誰もが安心して暮らしやすい魅力的なまちづくりの推進 など）

施策② ＮＰＯ法人、ボランティア、地域の自治組織の支援・連携を
強化し、住民が主役となる地域づくり

（ＮＰＯ法人と地域のつながりの強化、

住民主体の地域づくり活動支援 など)

施策③ 地方分権の一層の推進
（市町村への支援、分権型社会の推進 など）

施策④ 歴史、文化、伝統の継承、生涯を通じた学びの環境づくり

（生涯学習の機会提供、高齢者の社会参加や生きがいづくり など）

施策⑤ 文化・芸術に親しむ環境づくり
（声楽アンサンブルコンテスト全国大会に関する取組、

文化芸術の鑑賞・発表・参加に関する取組 など）

施策⑥ ふくしまのスポーツの推進
（生涯スポーツの推進、競技スポーツの推進 など）

政策２ 過疎・中山間地域の持続的な発展

施策① 過疎・中山間地域の地域力の育成

（過疎・中山間地域における人の流れの創出、

地域固有の資源の継承 など）

施策② 過疎・中山間地域の働く場と収入の確保

（地域の課題解決・活性化を担う人材や組織の育成 など）

施策③ 過疎・中山間地域における生活基盤の維持・確保

（過疎・中山間地域の道路網の信頼性向上 など）

政策３ 安心の医療・介護・福祉提供体制の整備

施策① 質が高く切れ目のない医療提供体制の構築

（近隣地域の医療提供体制の充実、

避難地域の医療提供体制の再構築 など）

施策② 医療、介護、福祉が互いに連携し地域ぐるみで支える体制づくり
（地域医療の維持・確保、地域包括支援センターの機能強化 など）

施策③ 高齢者、障がい者が安心して暮らせる介護・福祉提供体制の整備
（介護サービス基盤の整備、

障がい福祉サービス基盤の整備 など）

施策④ 医療、介護、福祉の人材確保

（医師確保、医師の県内への定着、

介護人材の確保・処遇改善に関する取組 など）

施策⑤ 感染症予防の体制強化
（新型コロナウイルス感染症等大規模感染症対策、

その他感染症対策に関する取組 など）

政策４ 災害に強く犯罪の起きにくい安全・安心な県づくり
施策① 知見を生かした防災・減災の強化、災害に強いふくしまの構築

（自助・共助の取組促進、土砂災害対策 など）

施策② 治安維持、防火対策の充実、交通安全対策の推進
（犯罪の起きにくい社会づくり、

交通事故の防止に関する取組 など）

施策③ 消費生活・食の安全・安心の確保

（ふくしまHACCPの導入普及、消費生活や生活再建の相談 など）

施策④ 生活衛生の確保による、快適な生活環境づくり
（特定(危険)動物などによる危害の防止及び猫による生活環境悪化の

防止に関する取組、水道の衛生対策 など）

施策⑤ ライフラインの維持管理の強化による安心・快適な生活環境の構築
（老朽化した社会基盤の長寿命化対策・維持管理、下水道整備 など）
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政策５ 環境と調和・共生する県づくり

施策① 豊かな自然や美しい景観の保護・保全

（猪苗代湖を始めとする水環境保全に関する取組、

景観形成活動に関する取組 など）

施策② 暮らしにおける地球温暖化対策の推進

（省エネルギーの促進、

県民総ぐるみの地球温暖化対策に向けたネットワーク形成 など）

施策③ 生物多様性の保全、野生鳥獣の保護及び被害対策の強化

（野生鳥獣の被害対策の強化、

生物多様性の保全及び野生鳥獣の保護に関する取組 など）

施策④ 環境にやさしい循環型社会の推進

（ごみの減量化・再資源化に関する取組、

産業廃棄物の排出抑制、再生利用に関する取組 など）

政策６ 震災・原発事故からの復興・再生

施策① 複合災害からの復興の加速化、避難地域の復興・再生

（ふくしま復興再生道路の整備、

被災12市町村内の道路整備 など）

施策② 放射線の不安を解消し、安心して暮らせる取組の推進
（除染等の推進、食品中の放射性物質管理による安全性確保 など）

施策③ 被災者・避難者が安心して生活再建できる環境づくり
（避難者の帰還や生活再建支援、被災者のストレスケア など）

施策④ 中間貯蔵施設事業の推進と安全管理
（県外最終処分に向けた国の取組の確認、中間貯蔵施設の安全に

関する取組）

施策⑤ 被災者・避難者の事業再開支援

（被災企業の事業継続・再開に関する取組、

農林水産業者の事業再開に関する取組 など）

施策⑥ 原子力損害賠償の完全実施と円滑な賠償請求に対する支援の実施
（賠償の相談、福島県原子力損害対策協議会に関する取組 など）

施策⑦ 廃炉までの安全確保、緊急事態への備え
（緊急事態が再発した場合に対する備え、

工程表の進捗状況の監視 など）

施策⑧ 風評・風化対策の強化

（東日本大震災・原子力災害の記録や教訓を後世に伝承し、

国内外に発信する取組、県産農林水産物の総合的な風評対策など）
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政策１ 産業の持続的発展と福島イノベ構想の推進
施策① 地域の企業が主役となる、しなやかで力強い地域産業の育成・支援

（地域の企業が主役となる取組、

中小企業・小規模企業の経営基盤の強化 など）

施策② ふくしまブランドの確立と向上及び国内外への販路開拓
（県産品の輸出拡大、

首都圏や海外での商談、販売促進に関する取組 など）

施策③ ベンチャーの創出、起業、兼業、副業（複業）の促進に向けた
支援の充実

（多様な起業の促進に関する取組 など）

施策④ 福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業集積・振興
（あらゆるチャレンジが可能な地域の実現に向けたと取組、

企業立地に関する取組 など）

施策⑤ 福島イノベーション・コースト構想を支える人材の育成
（福島イノベーション・コースト構想を支える人材育成（国際教育研

究拠点）、技術・技能の高度化に関する取組 など）

政策２ もうかる農林水産業の実現
施策① 農林水産業の多様な担い手の確保・育成

（農業担い手の確保・育成、経営の安定・強化 など）

施策② 生産基盤の確保・整備の推進
（農業生産基盤の強化に関する取組、試験研究に関する取組 など）

施策③ 需要を創出する流通・販路戦略の実践
（県産農林水産物の販売促進、地産地消の推進 など）

施策④ 戦略的な生産活動の展開
（スマート農業に関する取組、水産業の振興 など）

施策⑤ 活力と魅力ある農山漁村の創生
（農林水産業・農山漁村への理解促進、

地域産業６次化に関する取組 など）

政策３ 再生可能エネルギー先駆けの地の実現
(別案：グリーン社会実現の先進地を目指して）

施策① 再生可能エネルギーの導入拡大と利用促進
（再生可能エネルギーの地産地消に関する取組 など）

施策② 再生可能エネルギー関連産業の育成・集積
（エネルギー・エージェンシーふくしまによる一体的な支援 など）

施策③ 再生可能エネルギー関連産業を担う人材の確保・育成
（再生可能エネルギーに係る教育・啓発 など）

施策④ 水素社会のモデル構築
（再生可能エネルギー由来水素の利用拡大に関する取組 など）

政策４ 魅力を最大限生かした観光・交流の促進
施策① ふくしまの地域資源の磨き上げ及び魅力発信による誘客の拡大

（自然公園等を生かした地域の魅力向上に関する取組、

着地型観光に関する取組 など）

施策② インバウンド促進に向けた観光の強化
（広域的な外国人観光客の誘致、外国人観光客の受入体制整備など）

政策５ ふくしまの産業を支える人材の確保・育成
施策① 県内経済を支える人材の確保・育成

（教育機関や企業と連携した県内就職への支援、

産業人材の育成、技能の向上と継承等に関する取組 など）

施策② 誰もが安心して働ける雇用環境の整備
（仕事と生活の調和に配慮した環境の整備、

非正規労働者の待遇向上に関する取組 など）

施策③ 女性が活躍できる環境づくりの推進
（女性活躍の推進及びワーク・ライフ・バランスの啓発、

女性の就業支援等に関する取組 など）

政策６ 地域を結ぶ社会基盤の整備促進
施策① 基盤となる道路ネットワークの整備

（地域連携道路等の整備、道路ネットワークの強化 など）

施策② 港湾の整備促進による国際競争力をもった物流拠点の形成

（小名浜港の整備に関する取組、相馬港の整備に関する取組 など）

施策③ 福島空港の利活用促進
（福島空港の利活用促進に関する取組）

施策④ 情報基盤の充実による住みやすい環境づくり
（携帯電話エリア拡大に関する取組 など）
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目指す方向性 :豊かな自然や都市機能、交通インフラを生かし、地域経済を支える産業の振興や多彩な交流を通した地域活性化を図るとともに、
誰もが安心して暮らせる環境づくりに努めます。

施策１ 「誰もが安心して生き生きと暮らせる環境づくり」を図ります。
・子育て世代包括支援センターの機能充実への支援
・児童や生徒などが相談できる環境充実 他

課題２ 人口減少社会における地域の維持・活性化
・人口減少・高齢化の進行による地域活力の低下
・観光・交流人口の拡大、外国人観光客の受入態勢整備が必要

施策２ 「多彩な交流を通した地域の活性化」を図ります。
・市町村や民間団体等との連携により、住民主役の個性や魅力ある地域づくりを支援

・移住相談会の実施、テレワーク、ワーケーション誘致に向けた環境づくり 他

課題３ 地域産業の振興と人材の育成・確保
・幅広い産業で人材不足、育成・確保が必要
・農林業での生産者の意欲維持、担い手育成、高付加価値化 他

施策３ 「地域経済を支える産業の振興、人材の育成・確保」を図ります。
・地元大学や市町村と連携による企業誘致や人材育成
・キャリア教育の推進、新規就農者への支援体制づくりの推進 他

課題４ 持続可能な生活を支える環境の整備
・新たな交流を生み出す道路整備が必要
・大規模な自然災害に対応する災害に強い社会基盤整備 他

施策４ 「災害に強く、持続可能な生活を支える基盤の整備」を図ります。
・ふくしま復興再生道路等や地域間の交流連携を支える地域連携道路の整備
・河川整備や無電柱化の推進、多面的機能を有する森林・里山環境の維持 他

目指す方向性 :こおりやま広域圏の地理的優位性と高いポテンシャルを生かし、新たな未来を創る産業の創出・集積、農林水産業の高付加価値化、
担い手の育成を進め、本県経済を牽引する産業の振興と郷土愛を育む魅力あふれる地域づくりを進めます。

課題１ 安全で安心な暮らしの確保
・安心して子どもを生み育てることができる環境が必要
・学びのセーフティーネットの充実が必要 他

施策１ 「災害の克服、安全で安心に暮らせる地域社会の形成」を図ります。
・浜通りと中通りを繋ぐ東西連携道路等、災害に強い道路ネットワーク構築
・健康長寿社会に向けた医療・介護提供体制構築や健康づくりの推進 他

課題３ 産業の創出・集積、高度産業人材の育成・確保
・産業創出・集積、柔軟に対応できる人材の育成・確保が必要
・安全・安心な農林水産物供給や所得向上、担い手確保対策 他

施策３ 「新たな未来を創り、地域経済を牽引する産業の創出・集積、高度産業
人材等の育成・確保」を図ります。

・Society5.0の実現に向けたAI・IoTの中小企業への導入等技術支援
・技術開発・導入支援や農産物の高付加価値化等による産地競争力の強化 他

課題２ 広域連携による交流・関係人口拡大、移住・定住の推進
・「こおりやま広域圏」の広域連携により、多彩な地域資源を
活用した交流・関係人口の創出、移住・定住の推進が必要

他

施策２ 「広域連携による多彩な地域資源を活用した交流人口拡大、関係人口の
創出、移住・定住の推進」を図ります。

・「こおりやま広域圏」の広域連携により、多彩な地域資源を活用した、
福島空港利活用促進、交流・関係人口創出、移住・定住推進

・ワーケーションやテレワーク、兼業・副業の拡大など地域活性化の取組を支援 他

課題４ 過疎・中山間地域の振興、生活基盤整備、担い手の育成
・地域の維持・活力向上、住民が地域への誇りや愛着を育む
地域づくり、担い手育成、生活基盤の維持・改善が必要

・農山村の暮らしと環境の維持・保全が必要 他

施策４ 「地域に対する誇りと愛着を育む魅力あふれる地域づくりと生活基盤の
充実、担い手の育成」を図ります。

・地域づくり支援、担い手育成、市町村営バス等の生活交通対策、ほ場整備
・日本型直接支払い制度・多様な人材活用、鳥獣被害対策、地域産業６次化 他

課題５ 環境に配慮した持続可能な発展
・生態系に配慮した河川整備、環境と共生する農林業の推進等
環境に配慮した持続可能な開発（SDGｓ）が必要 他

施策５ 「環境に配慮し、持続可能な発展を成し遂げる地域社会の形成」を
進めます。

・環境情報の発信・学習支援、環境と共生する農林業の推進 他

課題１ 災害の克服、安全・安心の確保
・災害に強い道路ネットワーク構築や河川改修等が必要
・高齢化社会に対応する健康長寿に向けた取組が必要 他

地域別の主要施策（県北地域・県中地域） 6



目指す方向性 :首都圏に隣接する地理的優位性や、歴史・伝統文化などの魅力を生かし、多様な人々が活躍でき、誰もが暮らしやすい持続可能な
地域づくりを進めます。

課題１ 持続可能な産業の育成
・後継者不足による事業承継の支援が必要
・農業の担い手を継続して育成する必要 他

施策１ 「地域の経済を牽引する活力ある産業の振興」を図ります。
・経営基盤強化の取組支援、小規模事業者等の円滑な事業承継や後継者育成を支援
・高校、農業短大等の教育機関や関係団体と連携した農業担い手の育成支援等 他

課題２ 多様な人々が活躍できる地域づくり
・産業の担い手が不足
・人口減少が続くなか関係人口の創出・拡大が必要 他

施策２ 「地域づくりを支える担い手の育成や多様な人々を受け入れるための
場づくり」を進めます。

・地域人材活用による地域への理解促進、キャリア形成を図り担い手確保を推進
・関係人口の創出・拡大を図り、地域とのマッチングを支援 他

課題３ 新たな交流の創出・拡大
・旅行者の様々 なニーズに対応できるよう効果的な情報発信が必要
・観光誘客や移住・定住推進のため、南会津地域や茨城県、
栃木県等との連携促進が必要

他

施策３ 「地域の魅力を生かした交流の促進と広域連携による交流人口の拡大」を
図ります。

・県南地域に息づく歴史や文化のほか、地域で活躍する人やその活動に
ついても魅力的な観光コンテンツとして整備を進め、交流人口を拡大

・茨城県や栃木県、南会津地域など周辺地域と連携した観光誘客推進 他

課題４ 安全・安心な暮らしの確保と災害への対応
・健康寿命延伸・生活習慣病予防のための理解促進が必要
・大規模災害に備える防災体制の確保・強化、維持が必要

他

施策４ 「人々が安全・安心に暮らし続けることができるまちづくり」を進めます。
・地域と職域が一体となり健康に対する意識改革を推進、身近なところから
取り組める健康づくりを推進

・地域コミュニティの維持・向上、災害時避難が必要な方への対策強化など
により防災体制の強化 他

目指す方向性 :自然風土・歴史・伝統文化・産業など、会津の「宝」を最大限に生かし、地域連携により、光り輝く会津地域を創造します。

課題１ 人口減少・少子高齢化への対応
・JR只見線などの地域資源を活用した関係人口、交流人口拡大が必要

・人材の育成・確保による地域力の強化が必要 他

施策１ 「会津地域を支える担い手の育成・確保と魅力ある地域づくり」を進めます。
・JR只見線の利活用促進、会津縦貫道をはじめ道路ネットワークの強化
・市町村及び民間団体・民間企業等の地域づくり活動への支援 他

課題２ 安全・安心な生活環境の確保
・地域医療の確保・充実や医療・福祉に関わる人材の確保が必要
・地域公共交通や各種情報通信ツールなど、生活基盤の維持改善が必要 他

施策２ 「誰もが暮らしやすい会津地域の生活環境づくり」を進めます。
・会津医療ｾﾝﾀｰ等による訪問診療等､地域住民に寄り添った医療提供体制の充実
・生活交通対策の取組支援や新型感染症により経営悪化の交通事業者への財政支援等 他

課題３ 地域特性を生かした地域産業の振興
・観光資源の更なる磨き上げやSNS等を活用した効果的な情報
発信が必要

・産業創出や企業誘致など新たな産業集積が必要 他

施策３ 「新たな時代を拓く会津地域ならではの産業づくり」を進めます。
・会津地域の観光資源の磨き上げと戦略的な情報発信により、広域連携による
周遊・滞在型観光を推進

・会津大を核とした産学官連携を進め、会津地方のデジタル変革の推進、ICT
関連産業振興と人材育成を推進 他

課題４ 美しい自然との共生と伝統文化の保全・継承
・有害鳥獣被害に対する会津全域を視野に入れた広域的な対策が必要

・観光地として人々が訪れる地域景観の維持やビューポイント
の整備が必要 他

施策４ 「後世に残すべき会津の宝を守り生かす取組」を進めます。
・市町村、関係機関・団体と広域連携した新たな鳥獣被害防止対策への取組推進
・観光地のビューポイント整備や施設整備による景観の維持・保全 他

地域別の主要施策（県南地域・会津地域） 7



目指す方向性 :豊かな自然や伝統文化を保全・継承するとともに、地域産業の振興や、魅力ある地域資源と整備を進めている広域的な交通網を活用
した交流人口の拡大を図り、活力ある地域づくりを進めます。

課題１ 地域産業の活性化
・農林業就業者の減少や高齢化が進み、多様な担い手の育成が必要

・高水準の有効求人倍率が続き、管内企業で働く産業人材の確保が必要 他

施策１ 「地域の特性を生かした産業の振興」を図ります。
・多様な担い手による園芸作物の振興や地域産業６次化の取組を推進
・地域企業への就職促進、若者の雇用の場の確保 他

課題２ 交流・関係人口の拡大と地域の活性化
・人口減少・高齢化が進行、地域外の人々を呼び込み、移住・
定住の推進が必要

・東日本大震災や新型感染症の影響による観光業は大きなダメージ 他

施策２ 「地域資源を活用した交流･関係人口の拡大と移住・定住の促進」を
図ります。

・今ある地域資源を生かすとともに、掘り起こし、新たな生活様式を踏まえた
サービス向上、体験・滞在型観光の推進、隣接する関東圏や新潟県との交流促進

・テレワークや副業の拡大を踏まえた移住希望者への情報発信、受入体制の充実、定住人口の増加を図る 他

課題３ 住民が安心して暮らせる生活基盤の確保
・地域医療・介護人材の確保等、生活基盤の整備が必要
・過疎・高齢化進行に伴う地域公共交通や集落での除雪体制の
維持への課題 他

施策３ 「社会生活基盤の維持・整備による安全・安心な暮らしの確保」を図ります。
・地域包括ケアシステムの構築、県立南会津病院の機能向上
・JR只見線の利活用促進、管内町村における地域公共交通の維持確保支援、
除雪及び冬期通行止め区間の短縮等 他

課題４ 自然環境、歴史的景観等の保全･継承
・シカによる湿原植物の食害や自然公園利用者の減少
・過疎・高齢化の進行による地域に根ざした伝統文化等の衰退

他

施策４ 「豊かな自然環境や伝統文化など地域の宝の保全・継承」を進めます。
・関係機関と連携し、自然環境の保護、利用促進
・大内宿や前沢曲家集落を始め、歴史的景観を後世に継承 他

目指す方向性 :帰還環境の整備に加え、交流・関係人口の拡大、持続可能な産業の創出・振興、次代を見据えた新たな社会基盤の構築等を進め、
東日本大震災と原子力災害を乗り越え、活気と魅力に満ちた地域へと再生していきます。

課題１ 帰還促進と交流・関係人口の拡大、移住・定住の促進による現住人口の増加
・帰還者や移住者が生活で魅力を感じる住環境整備が必要
・交流・関係人口拡大のための管内復興・交流拠点施設の活用

他

施策１ 「帰還促進と移住・定住の促進に向けた取組」を進めます。
・診療所や福祉施設の再開または整備の支援、買い物環境の整備
・伝承館をはじめとした復興・交流拠点の利活用の推進、復興ツーリズム、
ホープツーリズム体制づくりを推進 他

課題２ 産業・雇用の再生と創出/物流基盤の整備
・福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業集積
・物流拠点としての相馬港の機能強化や新たな物流ルート形成 他

施策２ 「持続可能な産業の再生と創出及び関連インフラの整備」を図ります。
・ロボット産業や廃炉産業等への取組支援や地元企業の参入支援
・南防波堤延伸により安全性向上、国際的な物流ネットワーク拡大 他

課題３ 農林水産業と過疎・中山間地域の再生
・営農再開面積や担い手の確保等について、避難指示解除時期による地域差
・過疎・中山間地域の伝統的な食文化等の継承、地域の担い手への支援が必要

他

施策３ 「地域の特性を生かした農林水産業と過疎・中山間地域の再生」を図ります。
・状況に応じた農地や農林業施設の復旧、農地の集約、営農体系の構築及び
スマート農業の導入等の支援

・過疎・中山間地域の活性化に取り組む団体を支援 他

課題４ 次代を見据えた新たな生活基盤の構築と帰還困難区域の再生
・急激な少子高齢化に適応した先端技術活用など次代を見据えた
新たな社会基盤の構築が必要

・特定復興再生拠点区域を中心とした古里再生 他

施策４ 「時代の潮流を踏まえた生活基盤の構築」を図ります。
・避難１２市町村の将来像や、福島イノベーション・コースト構想に基づく誰も
が生活しやすい基盤づくりを推進

・避難指示解除区域にある県所管施設の機能回復や老朽化対策 他

地域別の主要施策（南会津地域・相双地域） 8



目指す方向性 :幅広い世代と多様な主体が活躍し、広域性・多様性を生かした地域内外の交流拡大を図るとともに、震災と復興の経験を生かした
安全・安心な暮らしの形成と、産業の発展を目指します。

課題１ 自立的・持続的な産業の発展
・再生可能エネルギー等の導入促進やいわきバッテリーバレー構想
等の促進のための情報発信、企業間交流、関連企業の集積等が必要

・小名浜港や内陸の拠点間等を結ぶ道路ネットワークなどの整備等
による効率的な物流網構築 他

施策１ 技術と人材を生かした「産業の振興」を図ります。
・福島イノベーション・コースト構想やいわきバッテリーバレー構想等の一層の
具現化に向けた情報発信や技術交流、産業集積等の取組を支援

・小名浜道路の整備を推進、小名浜港東港地区を始めとした物流ターミナルの機
能強化、災害に強い港づくりの推進 他

課題２ 地域の広域性・多様性を生かした交流の促進
・海・街・山と様々な特色を有効活用するための連携した取組が
必要

・観光素材の磨き上げや隣接県等との広域連携強化、観光客受入
体制の充実が必要 他

施策２ 多様な地域資源を活用した地域間連携による「関係・交流人口の拡大」
を図ります。

・海・街・山の特色を活かした連携・交流促進
・観光資源の磨き上げ、隣接する双葉郡や北茨城地方等との広域的連携による
国内外の観光客受入体制の整備や情報発信 他

課題３ 幅広い世代と多様な人材、団体、企業等の活躍の促進
・地域への理解を深める等、自立的・持続的な地域づくりが必要
・「スポーツ」や「フラ」等の地域の強みを活かした「共創」の
まちづくりを更に進めていく必要 他

施策３ 持続可能な地域づくりに向けて「幅広い世代と多様な人材、団体、企業等の
活躍の場の創出」を図ります。

・故郷への誇りや愛着心を醸成し、自立的・持続的な地域づくりを推進
・地域の多様な資源を生かした民間と行政の連携によるシティセールスや
スポーツ・文化振興につながる取組への支援 他

課題４ 震災と復興の経験を生かした安全で安心な暮らしの形成
・河川整備等のハード対策と避難等のソフト対策を組み合わせた
防災力の強化が必要

・避難者と地域住民とのコミュニティ形成・維持に向けた地域の
実状に応じた取組が必要 他

施策４ 震災と復興の経験を生かした「安全で安心に暮らせる生活基盤の充実」
を図ります。

・ハザードマップ作成支援等や交通障害を防ぐ無電柱化等の取組を進める
・避難者と地域住民とのコミュニティ形成・維持に向けた地域の実状に応じた
関係づくりや高齢化による担い手不足等の課題解決の取組支援 他

地域別の主要施策（いわき地域） 9


