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(1) 事業再開・継続支援

（被災１２市町村における事業再開補助）

（資金繰り支援）

(2) 工場等の新増設・創業の促進

（企業立地優遇制度の活用）

（被災１２市町村における創業支援）

(3) 福島イノベーション・コースト構想の推進

（ビジネス創出支援）

（技術開発・実用化の促進等）

(4) 商業機能の回復、まちづくり支援

（公設商業施設の安定的な運営の支援）

(5) 観光振興・交流拡大による風評の払拭

（発酵文化、自然体験等の新しい観光コンテンツの造成）

（教育旅行におけるホープツーリズム等を組み込んだプログラムの充実）

（海外からの誘客へのプロモーション活動の実施）

2

(1) 多様なリスクへの対応

（立地企業の生産基盤の強化(サプライチェーン構築や防災対策等））

(2) BCP（事業継続計画）策定の促進

（商工団体等と連携したBCP策定支援）

新たな産業プランの柱立て・重点施策等（案）

柱１ 東日本大震災及び原子力災害からの復興・創生、自然災害等への対応

東日本大震災及び原子力災害からの復興・創生

自然災害、感染症等への対応

（参考）柱立て、重点施策等の各階層の位置付け

柱１ 震災・原発からの復興、台風等自然災害への対応 ………【柱】

１ 東日本大震災及び原子力災害からの復興 ……………【施策】

(１) 事業再開・継続支援 ……………………………………【取組】

（被災１２市町村における事業再開補助） ……………【取組内容】

※本案においては【取組内容】は主な取組内容を記載。

また、新たな産業プランにおいては、【取組内容】を具体的に

文章化して記載。



1

(1) 関係機関と連携した経営基盤の強化支援

（商工３団体の運営基盤強化）

（商工団体や金融機関等と連携した支援）

(2) 経営力強化の支援

（関係機関が連携したオールふくしまによる経営支援）

（プロフェッショナル人材の確保）

(3) 事業承継の支援

（商工団体、金融機関等と連携した支援）

(4) 県制度資金等による経営力強化の支援

（中小企業制度資金の充実）

2

(1) 商業まちづくりの推進

（誰もが安心して暮らしやすい魅力的なまちづくり）

（小売商業施設の適正な配置）

(2) サービス産業の振興

（サービス産業の振興・強化）

（継続したサービス提供のための事業者の経営基盤の強化）

3

(1) 産学官ネットワークの強化

（産学官連携による新製品開発支援）

（産学官連携の強化）

(2) 革新的な技術の創造への支援

（ハイテクプラザによる技術開発・移転の強化）

（革新的なものづくりの技術支援強化）

4

(1) 知的財産の戦略的な取得・活用と支援体制の強化

（取得促進・活用促進）

（支援体制の強化）

5

(1) 多様な起業の促進

（起業しやすい環境整備）

（潜在的な起業者の発掘・育成）

(2) 大学発ベンチャーの促進

（候補者の発掘や事業化支援等）

6

(1) 地域経済の国際化の推進

（中小企業の海外展開の推進等）

（ジェトロ等関係機関と連携した企業等の育成）

商業・サービス業などの振興

技術力・開発力の強化

起業の促進

国際経済交流の推進

知的財産戦略の推進

中小企業・小規模企業の経営基盤の強化

柱２ 地域に根ざした産業の振興



1

(1) 再生可能エネルギー関連産業の育成

（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）

（新規参入の支援）

（人材育成）

（技術開発、事業化の推進）

（国内外の取引拡大・販路拡大支援）

(2) 再生可能エネルギー関連産業の集積

（拠点の創出）

（企業誘致）

2

　 (1) 医療関連産業の育成

（医療ニーズ等を踏まえた研究開発の推進）

（県内企業への一体的な支援）

（海外への販路開拓・拡大支援）

(2) 医療関連産業の集積

（拠点の創出）

（人材育成）

（「ふくしま医療機器開発支援センター」や「医療－産業
トランスレーショナルリサーチセンター」の活用した産業集積）
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(1) ロボット関連産業の育成

（福島ロボットテストフィールドの運営等）

（最先端のロボット開発・実証等）

（研究開発への支援）

(2) ロボット関連産業の集積

（ロボット関連技術の情報発信）

（県産ロボットの導入支援）

（産学官連携によるネットワーク構築）

4

　 (1) 航空宇宙関連産業の育成

（企業育成）

（人材育成）

(2) 航空宇宙関連産業の集積

（国内外における取引拡大支援）

（県内企業の一貫生産体制の構築支援）

柱３ 成長産業・技術革新の振興

再生可能エネルギー関連産業の育成・集積

医療関連産業の育成・集積

ロボット関連産業の育成・集積

航空宇宙関連産業の育成・集積



5

(1) 廃炉関連産業の育成

（技術開発、事業化・事業化の促進）

（産学官連携による新規参入支援）

（高度人材の育成）

(2) 廃炉関連産業の集積

（県内企業のマッチング支援）

6

　 (1) ＩＣＴ関連産業の育成

（会津大学等と連携による製品開発等の先進モデルの創出等）

　 (2) ＩＣＴ関連産業の集積

（企業誘致のためのＩＣＴ技術導入等の支援）

7

(1) 輸送用機械関連産業の育成

（次世代自動車関連技術への対応力強化）

(2) 輸送用機械関連産業の集積

（企業間連携の強化）

8

(1) 戦略的な企業誘致と工業団地の整備促進

（戦略的な企業誘致活動の展開）

（工業団地の整備促進）

(2) 立地企業の振興に向けた支援の充実・強化

（立地企業へのフォローアップ）

（取引拡大や技術力強化に向けた支援）

戦略的な企業誘致の推進と立地企業の振興

輸送用機械関連産業の育成・集積

廃炉関連産業の集積

ＩＣＴ関連産業の育成・集積



1

(1) 技能・技術の高度化

（県立テクノアカデミーにおける人材育成）
※ロボット、再エネ等関連産業の人材育成や観光、デジタル人材育成等

(2) 関係機関との連携による産業人材の育成支援

（産学官連携による人材育成の促進）

（求職者のニーズに応じた多様な職業訓練の実施）

(3) 技能の継承

（技能検定制度の普及、若年技能者の育成）

(4) 技能が尊重される環境の整備

（ものづくり体験機会の提供、技能者の地位向上）
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(1) 若年者の還流・定着に向けた就労支援

（教育機関や企業と連携した県内就職支援）

（県内企業が就職先として選ばれるための取組）

（新規高卒者の早期離職防止のための支援）

(2) 求職者等への就労支援

（県内就職へのマッチング支援）

（高齢者等への就労支援）

(3) 人材確保に向けた企業支援

（多様な人材の雇用に向けた企業支援）

（外国人材の雇用に関する企業支援）

（障がい者の雇用に関する企業支援）

3

(1) 仕事と生活の調和のとれた職場環境の促進

（働きやすい職場環境づくりに取り組む企業への支援）

（ワーク・ライフ・バランスの啓発等）

(2) 職業生活における女性活躍の推進

（女性起業家の創出支援等）

(3) 労使関係の安定促進・労働者の福祉向上

（賃金等の労働条件や各種ハラスメントに関する相談対応等）

柱４ 人材の育成・確保の促進

産業人材の育成

多様な人材の確保

働き方改革の促進



1

(1) 国内誘客の促進

（温泉地におけるワーケーションの推進）

（マイクロツーリズムの要素を活用した新たな観光誘客の推進等）

(2) 教育旅行の推進

（教育旅行におけるホープツーリズム等を組み込んだプログラムの充実）

(3) 地域観光の中核を担う組織・人材の育成

（ＤＭＯの形成支援）
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(1) 海外からの誘客の促進

（プロモーション活動の実施）

（ＳＮＳ等を活用した継続的な海外への観光情報発信）

(2) 外国人目線による旅行商品の創出

（受入体制及びコンテンツ整備）

（広域周遊の促進）
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(1) 多様な観光客に対応した観光地づくり

(2) ホスピタリティ向上・人材育成の推進
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(1) 国内における販売促進

（ブランド力の向上）

（県アンテナショップを活用した発信）

(2) 海外における販売促進

（輸出戦略に基づく海外販路の開拓・拡大）

(3) 伝統工芸・地場産業の振興

（市場ニーズを捉えた商品開発支援）

（伝統工芸等の維持・発展を支える人材育成・後継者確保等）

(4) 農商工連携による6次化の推進
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(1) 定期路線の維持と空港利用者数の拡大

（定期路線維持に向けた航空会社への支援）

（福島空港発着便を利用した旅行商品への支援）

(2) 空港の利便性向上

（国内・国際定期路線の誘致）

（二次交通の充実）

(3) 空港の特色づくり

国内観光の推進

国際観光の推進

県産品の振興と輸出拡大

福島空港の利活用促進

柱５ 多様な交流の促進・県産品の魅力発信

観光地の魅力の増進


