
再生可能エネルギー関連産業育成・集積に
係る平成３０年度当初予算について

平成３０年３⽉２２⽇
福島県産業創出課
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○ 海外連携交流事業 【24,342千円】
→ 先進地への専門家等派遣、相互交流、 海外先進地への若⼿企業⼈等研修派遣

○ 未来を担う再生可能エネルギー⼈材育成事業 【2,772千円】
→ ⼯業⾼生への講座実施、研究所⾒学等

○ 再生可能エネルギー⾼度⼈材育成⽀援事業 【29,376千円】
→ 企業ニーズを踏まえた更なる⼈材育成の実施

・再エネ関連企業技術者の大学・研究機関への研修派遣
・ワークショップやフィールドワークを多用した講座開設

平成３０年度 再生可能エネルギー関連産業の育成・集積に向けた主な取組

３．普及・啓発、人材育成

○ ふくしま再エネ産業集積⽀援体制構築事業 【109,123千円】
→ 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

体制を構築
・再エネ研究会（約680会員）等の推進
・再エネ産業フェア（REIFふくしま）の開催、首都圏展示会出展
・欧州最大のエネルギー⾒本市E-worldへの出展 等

・ 県内企業の再エネ関連
産業への参入⽀援の取
組を深化
・発信⼒のある展示会開
催等による国内外の企業
とのマッチングを強化

１．ネットワーク形成・取引拡大・海外展開

REIF2017は過去最多の来場者数再エネ研究会

○ 再生可能エネルギー関連技術実証研究⽀援事業 【600,342千円】
→ 県内再エネ関連技術の実証研究⽀援

○ 産総研連携強化型技術開発事業 【63,094千円】
→ 水素・太陽光パネル関連技術開発、県内企業研究開発補助 等

○ 海外連携型再生可能エネルギー研究開発⽀援事業 【17,828千円】
→ 県内企業等と海外企業等による共同研究開発⽀援

○ 浮体式洋上風⼒発電実証研究促進事業 【2,580千円】
○ 地域復興実用化開発等促進事業 【6,970,026千円】

→ イノベーション・コースト構想関連の研究開発⽀援

２．研究開発・技術支援、実証研究

実用化に向けた取組

福島県沖

2MW風⾞
「ふくしま未来」

7MW風⾞
「ふくしま新風」

5MW風⾞
「ふくしま浜風」

洋上変電所
「ふくしま絆」

技術の⾼度化に
加えて、 本県で
開発された技術
の実用化を推進

太陽光パネル開発

・ 欧州先進地
との⼈材交流
を促進

・⾼校生等の再
エネ関連の興
味・知⾒の習
得の促進

先進地への専門家派遣再エネ講座の開催 2



3

再生可能エネルギー再生可能エネルギー再生可能エネルギー再生可能エネルギー

導入拡大導入拡大導入拡大導入拡大

再生可能エネルギー再生可能エネルギー再生可能エネルギー再生可能エネルギー

導入拡大導入拡大導入拡大導入拡大

水素社会実現のための水素社会実現のための水素社会実現のための水素社会実現のための

モデル構築モデル構築モデル構築モデル構築

水素社会実現のための水素社会実現のための水素社会実現のための水素社会実現のための

モデル構築モデル構築モデル構築モデル構築

スマートコミュニティスマートコミュニティスマートコミュニティスマートコミュニティ

の構築の構築の構築の構築

スマートコミュニティスマートコミュニティスマートコミュニティスマートコミュニティ

の構築の構築の構築の構築

１．ネットワーク形成・取引拡大・海外展開 〜第７回ふくしま再生可能エネルギー産業フェア

reif

http://reif-fukushima.jp/

検索検索検索検索

REIFふくしま 2018
日時 平成30年11月

7日(水) 8日(木) 10:00-17:00
会場 ビッグパレットふくしま

（福島県郡山市南二丁目52番地）
主催 福島県

(公財)福島県産業振興センター
お問合せ先
(公財)福島県産業振興センター

エネルギー・エージェンシーふくしま
Tel 024-959-1961
E-mail reif-fukushima@f-open.or.jp

＜申込締切＞平成30年7月9日(月）

“REIFふくしま 2018” 出展者募集中 !!



■体験型広報

■紙媒体

事業イメージ事業の内容

画一、一方的な情報発信

◆本県が再生可能エネルギー関連産業分野に
おける日本のトップランナーとなるためには、先駆
的な取組や⽀援機関であるエネルギー・エージェ
ンシーふくしま（EAF）の活動を広く県内外、さ
らには海外へ発信し、同分野における国内外の
ネットワークを広げることが極めて重要であり、近
年のソーシャルメディアの発達に対応した広報戦
略の策定を進めている。

◆ 本事業では、策定した広報戦略に基づき、情
報発信のプラットフォームとなる「ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス（SNS）」を始めとした様々
なコミュニケーションツールを駆使した戦略的な広
報活動を実施する。

◆ 再生可能エネルギー分野と直接関係しない⼈たちを含む社会全体とのコミュニケーション
により、本県の取組やEAFの存在を社会に認めてもらい、その信頼を勝ち得、存在価値を
⾼め、名実ともに同分野における日本のトップランナーとなることを目指す。

推進体制

事業目的・概要

成果目標 平成30年度予算額

20,195千円（5,000千円）

県
委託

ＥＡＦ

従来の⼿法や考えに拘泥せず、グローバル化やインターネットの普及などの広報
業務を大きく変える時代の変化をとらえ、多岐多様なコミュニケーションを駆使した
戦略的な広報を実施

対象に応じた情報発信

■動画

■SNS

【ターゲット】研究会会員、国内外再エネ関連企業
【訴求ポイント】県⽀援制度、イベント等

【広報媒体（想定）】

【ターゲット】展示会来場者、再エネ関連企業
【訴求ポイント】県・EAFの取組、イベント等

【ターゲット】国内外再エネ関連企業、一般視聴者
【訴求ポイント】県・EAFのビジョン、目標、情熱

【ターゲット】小・中学生、保護者
【訴求ポイント】再エネの大切さ、将来性、希望

１．ネットワーク形成・取引拡大・海外展開 〜再生可能エネルギー広報戦略事業
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目的

予算額

◆平成30年度
600,342千円（285,327千円）

本事業は、県内の⺠間企業等が東日本大震災後に新たに研
究開発を進めてきた再生可能エネルギー関連技術について、その
事業化・実用化のための実証研究事業に対し、その経費の一部
を補助する。

○ 補助先：
① 県内に事業所を置く法⼈格を有する事業者等
② ①を幹事法⼈として共同申請する県外企業等

○ 補助率：２／３（上限３年間で３億円）
○ 補助対象経費：

⼈件費、施設⼯事費、備品費、借料及び損料、消耗品費、
外注費、諸経費

◆ 県は、復興の柱の一つとして、福島を「再生可能エネルギー先駆けの地」とすべく、再生可能エネルギーの導入
拡大、関連産業の集積、研究開発を進めている。また、「福島新エネ社会構想」において、国、県、関連企業な
どが連携して、こうした取組を加速し、エネルギー分野からの福島復興の後押しを一層強化していくこととしている。

◆ 本事業では、福島を「再生可能エネルギー先駆けの地」とすべく、県内の再生可能エネルギー関連技術の実用
化・事業化に向けた実証研究を⽀援する。

事業内容

２．研究開発・技術⽀援、実証研究 〜 再生可能エネルギー関連技術実証研究⽀援事業
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募集中 〜 4/13 (⾦) ・新規分



課題

◆ 県内企業の再生可能エネルギー関連産業への新規参入が
期待されるものの、技術的に地元中小企業が入り込むのが難
しい状況にある。

◆ 県内企業による積極的な当該産業への参入を促すために
は、再生可能エネルギー分野における研究開発を通じた技術
⼒向上が不可⽋である。

目指す成果
◆ 県内企業による数多くの研究開発を蓄積していくことにより、その後の応用研究や事

業化、商品化へと橋渡しをする。
◆ 産総研との連携を通じて、県内企業の再生可能エネルギー関連産業への新規参入

を促進し、福島県の復興につなげていく。

目的

事業内容

予算額

◆ 平成３０年度
30,180千円（30,178千円）

創・蓄・省エネルギー分野等の研究開発に対し、県内企業等が
FREAと連携して実施する研究開発の経費の一部を補助する。

○ 補助先：ＦＲＥＡと連携関係を有する県内に事業所等を置く
法⼈

○ 補助率：２／３（上限10,000千円）
○ 補助対象経費：

⼈件費、試作等に要する経費（原材料費）、消耗品費、旅費、
技術指導謝⾦、委託費（分析、調査等）、通信運搬費、機器
リース費用など

◆ 東日本大震災後新たに研究開発が進められてきた 県内の
再生可能エネルギー関連技術を活かし、その事業化・実用化
のための実証研究を⽀援する。

◆ 産総研福島再生可能エネルギー研究所（FREA）との共
同研究を⾏うことにより、県内企業がFREAを活用する契機と
し、数多くの県内企業とFREAとの連携体制の構築を促す。

２．研究開発・技術⽀援、実証研究 〜 産総研連携型再生可能エネルギー研究開発補助事業
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募集中 〜 4/9 (月)



課題

◆ 本県は、再生可能エネルギー先進地であるドイツNRW州やデン
マーク王国大使館と覚書を締結し、先進地内や研究機関の⽀援
を受けた県内企業等の共同研究を進めてきた。

◆ これにより、県内ものづくり企業の研究開発意欲や海外販路拡
大への関心が⾼まっていることから、具体的な成果に結びつけていく
必要がある。

目指す成果

◆ 再生可能エネルギー分野における県内企業の国際競争⼒の強化
◆ 再生可能エネルギービジョンの実現に向けた海外企業による再エネ普及拡大

目的
◆ 海外企業・研究機関の⽀援を受けた研究開発の実施により、国

際市場にも対応可能な技術⼒の獲得を目指す。

◆既に、関連産業が集積し、数多くのノウハウが蓄積されている覚書
締結先（※）の企業・研究機関との研究開発の場合には、より
実用的な技術⼒の獲得が⾒込まれるため、上限額を引き上げ、同
企業・研究機関との研究開発を強⼒に促進する。

※覚書締結先 ドイツNRW州、デンマーク王国大使館、
フラウンホーファー研究機構

予算額

◆ 平成３０年度
17,828千円（10,327千円）

① 2,500千円（定額）
・海外企業等と共同研究を⾏う県内企業
・県内企業等と共同研究を⾏う海外企業
② 5,000千円（定額）
・覚書締結先企業等と共同研究する県内企業等
・県内企業等と共同研究を⾏う、覚書締結先企業等

補助先
○ 県内企業等が海外先進地の企業や研究機関と連携して⾏う、

事業化を⾒据えた試験、データ収集等の実証研究に対し、その
経費の一部を補助。

○ 補助率：定額 上限 2,500千円
（但し、覚書締結先企業の場合は、5,000千円）

○ 対象経費：
材料費、備品購入費、渡航費、展示会出展等

事業内容

２．研究開発・技術⽀援、実証研究 〜海外連携型再生可能エネルギー研究開発補助事業
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募集中 〜 4/9 (月)



２．研究開発・技術⽀援、実証研究 〜地域復興実用化開発等促進事業
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募集中 〜 4/13 (月)・新規分



事業イメージ事業イメージ事業イメージ事業イメージ事業の内容事業の内容事業の内容事業の内容

◆ 県内産業界には、「事業化に直結する実践
⼒を有する⼈材不⾜している」、「県内企業が
進出可能性のある業態にターゲットを絞った⼈
材育成を望む」等の意⾒があるものの、これまで
の⼈材育成は総論的かつ基礎的な知識の習
得に主眼を置いたカリキュラム編成となっていた。

◆ 本事業では、「地域イノベーション戦略⽀援プ
ログラム」等で得られた⼈材育成プログラムのノウ
ハウ・教材等を活用し、ワークショップやフィールド
ワークを多用した講座を実施することで、専門性
と実践⼒を兼ね備えた⼈材を養成する。

◆ 優れたプランナー、エンジニアを輩出することにより、これらの⼈材が県内企業の中核を担
い、再生可能エネルギー関連の発電事業、施⼯業、部品製造、保守メンテナンス等の新分
野への進出、創業が次々と生み出されることを目指す。

推進体制

事業目的・概要

成果目標 平成30年度予算額

21,758千円（新規）

県県県県

委託
ｱｶﾃﾞﾐｱ･ｺﾝｿｰｼｱﾑふくしまｱｶﾃﾞﾐｱ･ｺﾝｿｰｼｱﾑふくしまｱｶﾃﾞﾐｱ･ｺﾝｿｰｼｱﾑふくしまｱｶﾃﾞﾐｱ･ｺﾝｿｰｼｱﾑふくしま

（福島大学）（福島大学）（福島大学）（福島大学）

県内４大学と産総研福島研究所等が連携し実施した「地域イノベーション戦

略支援プログラム」や「中核的専門人材養成事業」で得られた人材育成プロ

グラムのノウハウ・教材等を活用し、ワークショップやフィールドワークを多用

した講座を実施

○実施体制
県内の⾼等教育機関が連携した「アカデミア・コンソーシアムふくしま」が事務局と

なり、産総研福島再エネ研究所等と連携して実施する。
○講座内容（想定）

【座学】
太陽光発電システム概論
風⼒発電システム概論
地中熱利用ヒートポンプシステム概論
小水⼒発電システム概論 等

【実習・演習】
スマコミ・プランニング実習
太陽光発電プランニング実習
小水⼒発電プランニング実習
バイオガスシステム設計・施⼯実習 等

【養成コース】
①太陽光発電事業人材養成コース
(GPSSレベル ３〜４)
②風⼒発電事業人材養成コース
(GPSSレベル ３〜４)
③バイオマス発電事業人材養成コース
(GPSSレベル ３〜４)
④地中熱利⽤人材養成コース（A・B）
(GPSSレベル ３〜４)
⑤水素エネルギー普及人材養成コース
(GPSSレベル ２〜３)

３．普及・啓発、⼈材育成 〜再エネ・地域フロンティア⼈材養成事業
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Ｃ
技術系
初心者

再生可能エネルギー関連産業⼈材育成ロードマップ（補⾜）

Ｂ
技術系
中級者

技術職・研究職を希望する人材

輸出・海外協業業務ができる人材

プロジェクトマネジメントができる人材

対応階層
（目安）

５件程度のプロジェクトを組成
産業の集積を図り、販路拡大を実現

高校生

A
技術系
上級者

未来を担う再生可能エネルギー人材育成事業
本県に再生可能エネルギー関連産業を定着させるため、これからの本県を担

う⾼校生等に対し、再生可能エネルギー関連技術を学ぶ講座等を開催し、興
味や知⾒の習得を促す。

再エネ高度人材育成支援事業補助⾦
県内の再生可能エネルギー関連企業の将来を担う社内技術者を

大学・研究機関等に派遣して、専門的な知識・技術の習得を⽀援
することで、企業内における⾼度⼈材を育成を促す。

若⼿企業人等海外研修プログラム事業
県内の若⼿企業⼈等を対象とした再生可能エネルギー先進地で

の派遣研修プログラムを創設し、海外での活動に必要となる技術や
知識の習得を促す。

社会人

プランニング、設計・施工ができる人材

再エネ・
地域フロンティア
人材養成事業

ワークショップやフィール
ドワークを多用した講座を
実施することで、専門性と
実践⼒を兼ね備えた⼈
材を養成する。
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