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地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想

福 島 県

１ 地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な方針

(1)本県経済の状況

本県経済は、平成１７年度には県内総生産が２年連続でプラスに転じるなど、回復の動きが

続いている

中でも、平成１８年の工場立地件数は６７件で東北第一位となっており、今後の本県経済の

回復に一層弾みをつけるものと期待されるところである。

しかしながら、その一方で、業種や企業規模、地域によって回復の「格差」が見られ、特に

中小企業においてはまだまだ回復が遅れているのが実情である。

これら中小企業が属する主な業種を規模別に見ると、①製造業では、平成１７年における従

業者４人以上の事業所数が５，２０４社で、うち従業者数３００人未満の事業所の比率が９８．

５％とほとんどを占め、さらに、２０人未満の小規模事業所が全体の６４．６％を占めている。

また、②商業では、平成１６年における商店総数は２８，６４４店で、このうち卸売業が５，

４０７店、小売業は２３，２３７店となっており、これを規模別に見ると、従業者数５人未満

の小規模事業者の比率が卸売業で４９．７％、小売業で７１．６％を占め、特に小売業では従

業者数１～２人の零細店が全体の４８．７％を占めている。

さらに、③サービス業では、平成１６年における事業所数は２７，２６９社で、うち、従業

者数１００人未満の事業所の割合が２７，０２３社で９９．１％を占めている。

このように、本県において中小企業は地域産業の基幹を成し、地域経済を支えていることか

ら、県がこれらの企業を支援し、振興を図ることが重要な課題となっている。

(2)地域産業資源の活用による地域経済の活性化

本県には、果実（桃、なし、りんご等）や米など、全国有数の生産量を誇る農林水産物をは

じめ、会津塗など歴史に培われた伝統的工芸品や、平成１７年度の全国新酒鑑評会で金賞受賞

数全国一となった日本酒などの鉱工業品及びその生産に係る技術、さらに全国第３位の広大な

県土には、水質日本一を誇る猪苗代湖に代表される豊かな自然や数々の温泉などの観光資源と

いった特色のある地域産業資源が多数存在する。

歴史的、地域的に各地方の基幹産業を構成している企業の中には、既にこれらの地域産業資

源の活用を図っている企業も数多くあるが、さらに、本県産業の大部分を占める中小企業が、

本県の特色ある地域産業資源を有効に活用し、新規性のある商品開発やサービスの提供等に取

り組み、域外市場へ積極的に進出することが、今後、地域経済の活性化を図るためには不可欠

である。

そのため、県においては、国、市町村、商工関係団体、ハイテクプラザや農業総合センター

等の公設試験場、県内各大学等とのより一層の連携を図りながら、商品開発やその販路開拓・

拡大に意欲的に取り組む中小企業を積極的に支援し、新たな地域産業の創出あるいは地域産業

の発展を推進することとする。
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２ 地域産業資源の内容

本県において、その産業資源を活用した中小企業による事業を促進する意義があると考えら

れる資源は以下のとおりである。

（１）農林水産物

名称 地域産業資源に係る地域

米 県全域

大豆 県全域

小麦 福島市、会津若松市、相馬市、南相馬市、伊達市、猪苗代町、

会津坂下町、飯舘村

そば 会津若松市、郡山市、いわき市、喜多方市、田村市、下郷町、

檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、

猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、

昭和村、会津美里町、川内村、葛尾村

えごま（じゅうねん） 会津若松市、郡山市、いわき市、田村市、下郷町、只見町、

南会津町、昭和村、会津美里町、鮫川村

きゅうり 福島市、会津若松市、郡山市、白河市、須賀川市、喜多方市、

二本松市、伊達市、本宮市、川俣町、鏡石町、天栄村、北塩

原村、西会津町、会津坂下町、湯川村、柳津町、会津美里町、

泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、塙町、玉川村、浅川町

トマト 会津若松市、喜多方市、下郷町、只見町、南会津町、磐梯町、

猪苗代町、湯川村、柳津町、会津美里町

郡山市、白河市、須賀川市、田村市、矢吹町、泉崎村、中島

村、棚倉町、鮫川村、古殿町、三春町、小野町、塙町、玉川

村

いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大

熊町、双葉町、浪江町、新地町

チェリートマト 川俣町

いちご 福島市、いわき市、相馬市、二本松市、田村市、伊達市、川

俣町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

ピーマン 二本松市、田村市、三春町、小野町

なす 郡山市、須賀川市、田村市、三春町、小野町

さやいんげん 郡山市、須賀川市、田村市、三春町、小野町

さやえんどう 郡山市、須賀川市、田村市、三春町、小野町

アスパラガス 会津若松市、郡山市、喜多方市、下郷町、只見町、南会津町、

北塩原村、西会津町、会津坂下町

ねぎ 会津若松市、郡山市、いわき市、天栄村、小野町

ヤーコン 川俣町、郡山市、須賀川市、二本松市、本宮市、天栄村

桑 福島市、二本松市、伊達市、川俣町

自然薯 郡山市、いわき市、本宮市、平田村

オタネニンジン（薬用 会津若松市、会津美里町

人参・朝鮮人参）
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たらの芽 川俣町

桃 福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、伊達市、本

宮市、桑折町、国見町、鏡石町、泉崎村、矢吹町

なし 福島市、郡山市、いわき市、須賀川市、相馬市、二本松市、

南相馬市、伊達市、本宮市、大玉村、鏡石町、平田村、大熊

町、浪江町

りんご 福島市、会津若松市、郡山市、須賀川市、二本松市、伊達市、

本宮市、桑折町、国見町、鏡石町、天栄村、下郷町、南会津

町、磐梯町、会津坂下町、会津美里町、石川町、玉川村

会津身不知柿 会津若松市、喜多方市、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津

町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、

湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

ぶどう 福島市、会津若松市、伊達市、桑折町、猪苗代町

梅 会津若松市、郡山市、会津美里町

おうとう（さくらんぼ） 福島市、会津若松市、伊達市、桑折町、国見町、猪苗代町

西洋なし 福島市、会津若松市、郡山市、須賀川市、喜多方市、二本松

市、本宮市、大玉村

プラム 福島市、伊達市、国見町

いちじく 福島市、いわき市、二本松市、田村市

ブルーベリー 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、二本松市、

田村市、本宮市、川俣町、鏡石町、猪苗代町、泉崎村、矢吹

町、棚倉町、三春町

キウイフルーツ 大熊町

ナツハゼ 田村市

かすみ草 昭和村

トルコギキョウ 川俣町、飯舘村

しいたけ 県全域

なめこ 県全域

杉 県全域

会津桐 会津若松市、郡山市、喜多方市、下郷町、南会津町、西会津

町、会津坂下町、柳津町、三島町、会津美里町、西郷村

サンマ いわき市

ヒラメ いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大

熊町、双葉町、浪江町、新地町

メヒカリ いわき市

ホッキ貝 いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大

熊町、双葉町、浪江町、新地町

カレイ いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大

熊町、双葉町、浪江町、新地町

ズワイガニ（松葉ガニ） 相馬市

紅ズワイガニ いわき市
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カツオ いわき市

ウニ いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大

熊町、双葉町、浪江町、新地町

アンコウ いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大

熊町、双葉町、浪江町、新地町

サケ 相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉

町、浪江町、新地町

青ノリ 相馬市

シラウオ いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大

熊町、双葉町、浪江町、新地町

鯉 郡山市

ヒメマス 金山町

福島牛 県全域

飯舘牛 飯舘村

会津地鶏 会津若松市、下郷町、只見町、南会津町、磐梯町、猪苗代町、

会津坂下町、柳津町、三島町

川俣シャモ 川俣町

伊達鶏 伊達市

エゴマ豚 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、須賀川市、喜多方

市、猪苗代町、平田村

会津伝統野菜 会津若松市、喜多方市、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津

町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、

湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町

曲がりネギ 郡山市

赤カブ 南会津町

（２）鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術

名称 地域産業資源に係る地域

乳製品 県全域

日本酒 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、喜多方市、

二本松市、田村市、本宮市、鏡石町、天栄村、下郷町、南会

津町、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、会津美里

町、西郷村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、平田村、古殿

町、三春町、小野町、双葉町、浪江町

味噌 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、喜多方市、

相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑

折町、川俣町、天栄村、下郷町、南会津町、猪苗代町、会津

坂下町、湯川村、会津美里町、棚倉町、浅川町、古殿町、三

春町、大熊町、浪江町

醤油 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、喜多方市、

相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑
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折町、天栄村、下郷町、南会津町、猪苗代町、会津坂下町、

湯川村、会津美里町、棚倉町、浅川町、古殿町、三春町、大

熊町、浪江町

木炭 県全域

竹炭 県全域

会津塗 会津若松市、喜多方市、下郷町、南会津町、北塩原村、西会

津町、会津美里町

漆粘土 会津若松市

柿渋 会津若松市、会津美里町

会津木綿 会津若松市

会津郷からむし織 会津若松市、昭和村、会津美里町

竹民芸 郡山市

花崗岩（御影石） 郡山市、いわき市、田村市、伊達市、小野町、川内村、浪江

町、飯舘村

ウニの貝焼き いわき市

白河ラーメン 白河市

江持石 須賀川市

喜多方ラーメン 喜多方市

喜多方の水 喜多方市

二本松伝統家具 二本松市

上川崎和紙 二本松市

あぶくまの天然水 田村市

あんぽ柿 伊達市、国見町

ニット 伊達市

絹・化合繊織物 福島市、川俣町

会津山塩 北塩原村

西会津味噌ラーメン 西会津町

あわまんじゅう 柳津町

奥会津編み組細工 三島町

会津本郷焼 会津美里町

大堀相馬焼 浪江町

そば 会津若松市、郡山市、いわき市、喜多方市、田村市、下郷町、

檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、

猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、

昭和村、会津美里町、川内村、葛尾村

（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源

名称 地域産業資源に係る地域

白水阿弥陀堂 いわき市

木造阿弥陀如来及両脇 喜多方市

侍坐像（会津大仏）
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熊野神社長床 喜多方市

旧武山家住宅 南相馬市

天鏡閣 猪苗代町

福島県迎賓館 猪苗代町

勝常寺薬師堂 湯川村

木造十一面観音立像 南相馬市

泉廃寺跡出土瓦 南相馬市

蛯沢稲荷神社奉納絵馬 南相馬市

地引大漁図

相馬野馬追 相馬市、南相馬市、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地

町、飯舘村

磐城街道沿いのオニン 田村市

ギョウサマ製作の習俗

檜枝岐歌舞伎 檜枝岐村

勿来関跡 いわき市

白河関跡 白河市

南湖公園 白河市

真野古墳群 南相馬市

桜井古墳 南相馬市

羽山横穴 南相馬市

薬師堂石仏附阿弥陀堂 南相馬市

石仏

観音堂石仏 南相馬市

浦尻貝塚 南相馬市

中村城跡 相馬市

横手古墳群 南相馬市

小高城跡 南相馬市

須賀川の牡丹園 須賀川市

入水鍾乳洞 田村市

塔のへつり 下郷町

三春滝桜 三春町

海老浜のマルバシャリ 南相馬市

ンバイ自生地

泉の一葉マツ 南相馬市

大悲山の大スギ 南相馬市

古町の大イチョウ 南会津町

磐梯朝日国立公園 福島市、会津若松市、郡山市、喜多方市、二本松市、大玉村、

北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町

日光国立公園 下郷町、檜枝岐村、南会津町、西郷村

尾瀬国立公園 檜枝岐村、南会津町

大川羽鳥県立自然公園 会津若松市、天栄村、下郷町、会津美里町
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夏井川渓谷県立自然公 いわき市

園

松川浦県立自然公園 相馬市

霊山県立自然公園 相馬市、伊達市

霞ヶ城県立自然公園 二本松市

奥久慈県立自然公園 棚倉町、矢祭町、塙町

花見山 福島市

飯盛山 会津若松市

磐梯山 会津若松市、郡山市、北塩原村、磐梯町、猪苗代町

猪苗代湖 会津若松市、郡山市、猪苗代町

布引高原 郡山市

安達太良山 郡山市、二本松市、猪苗代町、大玉村

飯豊山 喜多方市

二岐山 天栄村

高柴山 小野町

雄国沼 喜多方市、北塩原村

あぶくま洞 田村市

北泉海岸 南相馬市

羽鳥湖 天栄村

只見川 檜枝岐村、只見町、南会津町、柳津町、三島町、金山町、昭

和村

田子倉湖 只見町

伊南川 南会津町

桧原湖 北塩原村

五色沼 北塩原村

沼沢湖 金山町

紅枝垂地蔵ザクラ 郡山市

駒桜 川俣町

夏井千本桜 小野町

夜の森桜のトンネル 富岡町

高瀬川渓谷 浪江町

飯坂温泉 福島市

土湯温泉 福島市

高湯温泉 福島市

東山温泉 会津若松市

芦ノ牧温泉 会津若松市

磐梯熱海温泉 郡山市

いわき湯本温泉 いわき市

須賀川温泉 須賀川市

熱塩温泉 喜多方市

日中温泉 喜多方市
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岳温泉 二本松市

新田川温泉 南相馬市

二岐温泉 天栄村

岩瀬湯本温泉 天栄村

柳津温泉 柳津町

中川温泉 金山町

小栗山温泉 金山町

玉梨温泉 金山町

八町温泉 金山町

会津川口温泉 金山町

湯倉温泉 金山町

大塩温泉 金山町

甲子温泉 西郷村

新甲子温泉 西郷村

医王寺 福島市

七日町通り 会津若松市

鶴ヶ城 会津若松市

高柴デコ屋敷 郡山市

郡山うねめまつり 郡山市

安積歴史博物館 郡山市

開成館 郡山市

いわきじゃんがら念仏 いわき市

踊り

塩屋崎灯台 いわき市

フタバスズキリュウ いわき市

（恐竜）発掘地

フラダンス いわき市

白河小峰城 白河市

白河だるま市 白河市

松明あかし 須賀川市

蔵の町並み 喜多方市

三津谷の登り窯 喜多方市

太極拳フェスティバル 喜多方市

愛宕山史跡 相馬市

智恵子の生家 二本松市

二本松提灯まつり 二本松市

コスキン・エン・ハポ 川俣町

ン

川俣シャモまつり 川俣町

田んぼリンク 川俣町

会津田島祇園祭 南会津町
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大内宿の町並み 下郷町

恵日寺 磐梯町

磐梯西山麓湧水群 磐梯町

圓蔵寺福満虚空蔵尊 柳津町

伊佐須美神社 会津美里町

そば畑 会津若松市、郡山市、いわき市、喜多方市、田村市、下郷町、

檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、

猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、

昭和村、会津美里町、川内村、葛尾村

会津地鶏料理店 会津若松市、下郷町、只見町、南会津町、猪苗代町、会津坂

下町、柳津町、三島町

製炭場（木炭） 福島市、二本松市、田村市

製炭場（竹炭） 福島市、二本松市、田村市

白河ラーメン店 白河市

喜多方ラーメン店 喜多方市

川俣シャモ料理店 川俣町

西会津味噌ラーメン店 西会津町

会津山塩製造大窯 北塩原村

大堀相馬焼窯元 浪江町
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３ 地域産業資源活用事業の促進による地域経済の活性化を推進する方策

本県では、上記の基本的な方針に基づき、中小企業者が行う地域産業資源を活用した事業活

動を促進するため、以下のような支援施策を実施する。

(1)ものづくりの振興、技術力の強化支援

①戦略的ものづくり技術移転推進事業

緊急に解決すべきものづくりに関する課題について、県内中小企業より公募を行い、ハイ

テクプラザを中心に関係機関と連携しながら研究開発を実施し、開発した技術を県内中小企

業に技術移転する。

②ふくしま産学官連携促進事業

産学官連携による研究と併せて、研究会、可能性試験等を一体的に支援することにより、

技術の高度化、新産業創出、地域の特性を生かした産業の振興を図る。

(2)中小企業の新事業展開支援

①中小企業経営革新計画支援事業

中小企業者が県から承認を受けた経営革新計画及び研究開発計画などに従って行う、新商

品・新技術開発事業等に対して、その経費を補助するとともに、承認計画のフォローアップ

指導などを行う。

②地場産業活性化補助金

需要拡大や消費者ニーズへの対応を目指す企業の支援、伝統的工芸品の販路開拓などの支

援を行う。

③地場産業戦略支援事業

企業が抱える最重要課題を解決するため、企業の実態に即した活性化策を提言し指導する

プロデューサーを派遣するなど、産地及び企業の活性化を支援する。

④ふるさと産品振興事業

本県の多様な地域資源を活用して生み出される特産品の開発、販路拡大などの支援を行う。

⑤地域中小企業応援ファンド事業

財団法人福島県産業振興センターに、独立行政法人中小企業基盤整備機構の事業を活用し

た基金を設置し、県内中小企業の経営革新、創業等を支援する。もって本県経済の活性化、

本県産業の自立的発展に資する。

(3)商店街の振興支援

①商店街振興組合指導事業

商店街の活性化のために県商店街振興組合連合会が実施する組合指導や講習会の開催など

に対して支援する。
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②賑わいのまちづくり総合支援事業

中心市街地や各地域の商店街の活性化を図るため、商店街振興組合などが中小商業活性化

のために行うソフト事業を支援する。

③活力ある商店街支援事業

地域の特色を活かし、まちづくりの観点に立った商店街の活性化を推進するため、空き店

舗対策、情報化対策、環境整備対策などに取り組む商店街等に対して支援する。

④商店街活性化事業

商店街振興組合などが行うまちづくりのテーマ（歴史、景観など）に基づいた商店街づく

りのための改修費などを支援する。

(4)経営基盤の強化支援

①小規模事業経営支援事業

商工会・商工会議所が小規模事業者の経営の改善発達を図るため、個別相談・指導などを

実施する。

②中小企業連携組織対策事業

中小企業連携組織などに対する支援体制の充実・強化を図るため、福島県中小企業団体中

央会に対して、職員の設置などの事業に要する経費を補助する。

③経営支援プラザ等運営事業

ア コンサルティングサービス事業

中小企業者の抱える経営課題を解決するため、窓口専門スタッフを配置し、現地調査

を踏まえて課題解決に向けた相談対応を行う。

イ 情報提供サービス事業

a 情報誌の発行など
経営などに関する支援情報、支援事例、県内企業に関する情報、各種調査報告など

を、情報誌及びホームページなどを活用して総合的に提供する。

また、活性化に取り組んでいる商店街の事例や経営改善に関するビデオ、図書・雑

誌などの閲覧を行い、中小企業者へ情報提供を行う。

b 景気動向等調査事業

中小企業者の経営実態や取り巻く環境の変化を的確に把握するため、景気動向調査

・分析を実施する。分析結果は、総合情報誌や財団法人福島県産業振興センターのホ

ームページに掲載し、広く情報提供に努める。

c 経営改善ゼミ
共通する経営課題を有する中小企業者を対象として、少人数制の短期集中ゼミを開

催する。身近で具体的なテーマを設定し、参加者相互のディスカッションや演習によ

る課題解決の方向付けを行うなど実践的な内容とする。経営者の意識改革や経営改善

のヒントを得てもらうことを目的とする。
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d ＩＴ商いセミナー

インターネットを活用したビジネスに関するセミナーを開催する。インターネット

サービス企業からのアドバイス、実際の活用事例の発表や参加者間のディスカッショ

ンを通じて成功へのヒントを得てもらうことを目的とする。

④ベンチャー企業等総合支援事業

ア ベンチャー企業等総合支援事業

研究開発段階から事業化、産業化までの各段階に的確に対応した総合的な支援を行う。

イ うつくしま新商品認定・販路開拓支援事業

地方自治法施行令、規則改正により、知事の認定を受けた商品を随意契約の方法によ

り買い入れることが可能となったことに伴い、当該認定商品について積極的な販路開拓

支援を行う。

ウ ビジネスマッチングの開催

県内のベンチャー企業などを対象として、事業効果が高いと見込まれる首都圏での商

談・展示会を開催し、実効性のある支援の充実を図る

⑤中小企業経営資源強化対策推進事業

ア 窓口相談等事業

中小企業者が日常の事業経営上生じた法律に関する問題について弁護士などを活用し

た相談体制を整備する。

イ 取引情報提供事業

下請中小企業の販路拡大を図るため、発注開拓、共同受注の推進、下請関係情報の提

供、下請企業の優秀な製品などの情報提供を行う。

ウ 技術高度化支援事業

県内中小企業の受注機会の拡大を図るため、今後発展が期待される分野を対象に、県

内中小企業が行う技術研修派遣に対して助成する。

⑥専門家活用経営支援事業

中小企業者などの経営を支援するため、商工会、商工会議所などの中小企業支援機関が専

門家を派遣する。

各中小企業支援機関では、あらかじめ定めた基準に基づき選定した中小企業者などを重点

的に支援する。

⑦高度ＩＴ人材育成事業

本県のＩＴ産業の振興及び既存産業の高度化に寄与する経営者・ＩＴ技術者を養成する。

⑧産学官連携高度製造技術人材育成事業

県内製造業企業を対象に、先端分野に対応した基盤製造技術の高度化を図る研修事業を産

学官連携で実施し、製造現場の中核となる人材を育成する。

⑨ふくしま発製造業新連携推進事業
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地域経済の活性化を図るため、製造業を中心とした企業などの連携を調整し事業化する専

門人材を設置する。


