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構想を支える人材育成 

あらゆるチャレンジが可能な地域 

〇地域全体を新たなチャレンジに向けた研究・実証フィールドとし活用 
〇実証研究を促進する規制緩和、新たな活力の呼び込みに資する 
  税制優遇措置等 
〇実用化開発に対する支援、企業立地支援、創業支援、伴走支援の 
  強化 
〇企業の多様な資金需要への対応やハンズオン支援 
〇15市町村が連携した情報発信や交流人口拡大の取組    等 

地域の企業が主役 

〇最先端分野だけではなく、地域に根差した産業や宿泊、飲食業 
  などの分野への幅広い地元企業の参画支援 
〇ハイテクプラザによる地元企業の技術力向上 
〇相双機構やイノベ機構による地元企業の経営力強化支援 
〇他業種・他分野への参入支援 
〇相双機構やイノベ機構による地元企業と進出企業等のマッチング 
  支援の強化     等 

〇産業界と連携した特色のある教育プログラムの実施 
〇地域に就職した若者等のコミュニティ構築 
〇構想への参画を促すための国内外への情報発信の強化 
〇復興知事業による大学間の連携強化や広域的・継続的な 
  研究活動の誘導 
〇有識者会議における議論を踏まえた国際教育研究拠点の 
  具体化の検討      等 

3つの柱を軸に、 
先導的な地域と 
なることを目指す 

「福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業発展の青写真」（2019.12 復興庁・経済産業省・福島県） 
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3 1．福島イノベーション・コースト構想とは ①重点分野 

廃炉 

廃炉作業などに必要な実証試験を 
実施する「楢葉遠隔技術開発セン
ター」 

国内外の英知を結集し
た技術開発 

ロボット・ドローン 

陸・海・空のフィールドロボットの使用環境 
を再現した「福島ロボットテストフィールド」 

福島ロボットテストフィー
ルドを中核にロボット産業
を集積 

医療関連 

技術開発支援を通じ
企業の販路を開拓 

がんを中心とした諸疾患の新規治
療薬等の開発を支援する「医
療ー産業トランスレーショナルリサー
チセンター」 

航空宇宙 

「空飛ぶクルマ」の 
実証や関連企業を誘致 

航空宇宙関連産業の技術交流や 
商談、普及啓発を目的に開催して 
いる「航空宇宙フェスタふくしま」 

エネルギー・環境・リサイクル 

再生可能エネルギーの導入促進、
連系する共用送電線を整備し導入
を加速化 

先端的な再生可能 
エネルギー・リサイクル
技術の確立 

農林水産業 

ICTやロボット技術等を
活用した農林水産業の
再生 
ICTを活用し農業モデルの確立に向け
たネギなどの業務加工用野菜の栽培 

重点分野（拠点・プロジェクト） 

 ｢福島イノベーション・コースト構想｣は、東日本大震災および原子力災害によって失われた浜通り地域等の産業回復のために、
新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクト。 

 福島ロボットテストフィールド等の拠点整備を含めた主要プロジェクトの具体化に加え、産業集積の実現、教育・人材育成、
生活環境の整備、交流人口の拡大等に向けた取組を進めている。 
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 福島イノベーション・コースト構想推進機構（以降「イノベ機構」）を中心に、企業誘致や地元企業との連携（マッチン

グ）、新たなビジネス立ち上げ支援など新たな産業の集積のほか、教育・人材育成、交流人口の拡大、情報発信など、ソフ

ト面での取組を進めている。 

ソフト面での取組 

• 浜通り地域等への企業誘致 
• 進出企業と地元企業とのマッチング 
• 企業の新ビジネス立ち上げ支援 
• 民間企業等の農業参入支援 

産業集積・ビジネスマッチング 

1．福島イノベーション・コースト構想とは ②ソフト面での取組 

情報発信 

教育・人材育成 

交流人口の拡大 

• イノベ構想の県民等への分かりや
すい情報発信 

• 県外からの呼び込みに向けたイノベ
構想の魅力を発信 

• 高等学校等での産業界および研究機関等と連携し
た教育の実施支援 

• 市町村と連携した大学等の教育・研究活動支援 

• 浜通り地域等の各拠点への来訪者
呼び込み 

• 地域と連携して新たな魅力を創造 

生活環境整備 

• 安心な暮らしに必要な環境を 
 整備 
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 廃炉に関する基盤技術を確立するため、国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構（JAEA）が、３施設を整備。 

 地元企業が廃炉関連産業に参入できるよう、ニーズ側とシーズ側をつなぐ全体的なマッチングスキームを構築し、マッチング会

やスタディツアーの開催やワンストップ窓口の運営等で支援を実施。 

2．重点分野 ①廃炉 

②廃炉国際共同研究センター（富岡町） 

①楢葉遠隔技術開発センター（楢葉町） 

 廃炉に係る研究開発・
人材育成等を実施。 

③大熊分析・研究センター（大熊町） 

 １Ｆ事故によって発生した
放射性廃棄物や燃料デブリ
の性状等を把握するための
分析・研究を実施。 

出典：JAEA HP 

 福島第一原子力発電所の 
  廃炉推進のための遠隔操作 
  機器の開発・実証を実施。 

＜廃炉関連産業のマッチング支援＞ 

〇マッチング会（トライアル） 
  元請企業と県内企業間のマッチング会を実施。 

〇個別マッチング 
  東京電力や元請企業からのニーズにより、 
  特殊性が高い等の案件について、地元企業と 
  個別マッチングを実施。 

〇福島廃炉関連産業マッチング 
  サポート事務局 
   課題を整理し、イノベ機構、相双機構、 

  東京電力の3者が連携し、廃炉関連 

    産業参入に係るワンストップ窓口を設置。 
   ★登録事業者数  97社（11/9現在） 

個別商談の様子 

～2020年7月より運用開始～ 

 ＜第１回＞ 10/30開催  
  元請企業：日立GEニュークリア・エナジー㈱ 
          ㈱日立プラントコンストラクション 
  県内企業：21社 
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 陸・海・空のロボットの研究開発や操縦訓練等を行う福島ロボットテストフィールド(約50ha)を南相馬市および浪江町に整備。 

 2018年7月の通信塔を皮切りに順次オープンし、2020年3月に全面オープン（21施設）。 

 イノベ機構では、2019年4月より指定管理（5年間）を受け、管理・運営を実施。 

●World Robot Summit 2020【延期】 ※2021年度開催で調整中 
 ・世界のロボットの叡智を集めて開催する競演会を愛知県国際展示場で開催。 
 ・うち、インフラ・災害対応カテゴリーの競技を福島ロボテストフィールド（試験用プラント、試験用トンネル）で実施。 

＜マップ＞ 

【試験用プラント】 

広域飛行区域（浪江町滑走路） 

【試験用トンネル】 

＜施設＞ 

〔空撮動画〕空から見た被災地の今 
        「福島ロボットテストフィールド」（1分30秒） 
       （2020/3/12公明新聞スペシャルサイト） 

【市街地フィールド】 
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 中核となる研究棟には22研究室があり、全国から大学や

企業等が入居。 

 福島県ハイテクプラザ南相馬技術支援センターを併設し、

技術相談・設備使用（加工機器、分析機器等）・試験

分析など、企業に寄り添った支援を実施。 

研究棟 

屋内試験場 

2．重点分野 ②ロボット・ドローン  ～福島ロボットテストフィールド 研究棟への入居者～   

入居者名 本社 研究開発対象 

 ㈱プロドローン 愛知県 大型ドローン 

 ㈱デンソー 愛知県 橋梁点検ドローン 

 (国研)海上・港湾・航空技術研究所 東京都 航空機位置探知システム 

 ㈱ロボデックス 神奈川県 水素燃料電池ドローン 

 會澤高圧コンクリート㈱ 北海道 インフラ点検用ドローン 

 ㈱先端シミュレーション研究所 埼玉県 ドローン用部品 

 綜合警備保障㈱  東京都 警備用ドローン 

 ㈱SkyDrive 東京都 空飛ぶクルマ 

 テトラ・アビエーション㈱ 東京都 空飛ぶクルマ 

 ㈱タジマモーターコーポレーション 東京都 自動走行、EV 

 東北大学 未来科学技術共同研究センター 宮城県 自動走行 

 新明工業㈱ 愛知県 災害対応ロボット車両 

 ㈱人機一体 滋賀県 建設機械ロボット 

 会津大学 福島県 災害対応ロボット 

 NPO国際レスキューシステム研究機構 兵庫県 
インフラ・災害対応 
ロボット競技手法 

 (一社)ふくしま総合災害対応訓練機構 福島県 
総合災害対応訓練 
災害対応ロボット実用化 

 ㈱メルティンMMI 東京都 アバターロボット 

 ロボコム・アンド・エフエイコム㈱ 東京都 ロボットシステムパッケージ 

 富士コンピュータ㈱ 兵庫県 ロボット向けAI 

 ㈱リビングロボット 福島県 パートナーロボット 

※11/1現在の入居者 
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8 2．重点分野 ②ロボット・ドローン  ～福島ロボットテストフィールド 活用事例～   

水中ＲＯＶ操作訓練（2020/5/11東京電力、アトックス） 

屋内水槽試験棟 

トンネル内複数車両事故時の負傷者救出・消火訓練 
（2020/2/10福島県内４消防本部、県警察本部） 

試験用トンネル 市街地フィールド 

 浜通り地域等へロボット事業者の集積が進んでいる。 

〔事例動画〕THE THREE MISSIONS IN FUKUSHIMA  
福島が支える先進テクノロジー（3分20秒）（2019/3/12福島県） 

＜活用事例＞ 

（2017年9月～2020年8月） 

RTFで 

活用事例 

210事例 

浜通り等への 
ロボ関連新規進出 

56社・団体 27,000名 

福島ロボットテストフィールド 
来訪者数 

すそ野広く地元へ波及 

（2018年7月～2020年9月） 

実証から集積へ 

（東日本大震災以降） 

試験用橋梁 

UAVを用いた橋梁点検サービスの実証実験 
（2020/6/15㈱デンソー） 

2020/11/20 
消防庁、福島県及びイノベ機構による（災害対応における）ドローン等の 
活用促進に関する協定締結 
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 2019年以降、福島ロボットテストフィールド、南相馬復興工業団地、南相馬市産業創造センターに、延べ35のロボット関連
事業者が短期間で集積。 

 地元自治体、ロボット関連産業の地域コミュニティ、施設管理者が地域一体で新産業を創出。 

南相馬復興工業団地 福島ロボットテストフィールド 

・福島ロボットテストフィールドに隣接する市の工業
団地（2019年8月～）。 

・2事業者が立地。 

・世界に類を見ないロボットの実験場。 
・21事業者が入居（2019年9月～）。 

南相馬市産業創造センター 

・南相馬市のインキュベーション（貸事務所・ 
 貸工場）施設（2020年7月～） 
・12事業者が入居。 

● 

[南相馬市の中心部] 

● 

南相馬ロボット産業協議会 

・製造業などの地元事業者を中心に、 
 66社で構成されるロボット関連産業
の地域コミュニティ（2016年～）。 

1.7㎞ 

行政 ・ 施設管理者 

2．重点分野 ②ロボット・ドローン  ～ロボット関連企業の進出～   
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 再生可能エネルギーを核とした産業の育成・集積を図り、地域経済の復興・再生に取り組む。 

 太陽光パネルや石灰石等の先端的なリサイクル技術開発の取組等を推進。 

＜スマートコミュニティ構築事業＞ 
（新地町、楢葉町、相馬市、浪江町、葛尾村） 

＜福島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）＞ 
(浪江町) ※2020年3月開所 

○浜通り地域等においては、新地町、楢葉町、相馬市、浪江町、  
  葛尾村が既にマスタープラン策定を終了し、順次、構築事業へ移行。 〇太陽光発電の電力を用いて、世界最大級となる10MW 

  の水素製造装置で水の電気分解を行い、 
  毎時1,200Nm3 の水素を製造し、貯蔵・供給。 
〇1日の水素製造量で、約560台の燃料電池車(FCV) 
  に水素の充填が可能。 
〇あづま総合運動公園や道の駅なみえで活用。 

提供：東芝エネルギーシステムズ㈱ 

★新地町（2018年2月スマコミ構築事業開始） 

 ・津波で被災した新地駅周辺の新たなまちづくりと一体
的に、天然ガス等を活用した熱電供給とエネルギーマネ
ジメントを展開し、エネルギーの地産地消と、災害に強く
持続可能で低炭素なまちづくりの実現を目指す。 

事業者：㈱URリンケージ、㈱NTTファシリティーズ 等 

（主な取組の例） 

2．重点分野 ③エネルギー・環境・リサイクル 

＜不燃系廃棄物の再資源化事業＞（大熊町） 

★㈱相双スマートエコカンパニー 

〇インフラ復旧や除染・家屋解体等により、発生する 
  アスファルト・コンクリートがらや片づけごみ等の廃棄物 
   をリサイクルする施設を建設。 
〇適切な放射線量管理と選別を確実に行うことで、有用物を再生資源化。 
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 ICTやロボット技術等の開発・実証を進めるとともに、これらの先端技術を取り入れた先進的な農林水産業を全国に先駆けて
実施し、浜通り地域等の農林水産業の復興・再生を推進。 

2．重点分野 ④農林水産業 

〇2017年から南相馬市小高区で地元営農組織（㈱紅梅夢ファーム）  
  と連携し、先端技術を活用しつつ稲作の営農再開を支援。 
〇アイリスオーヤマ㈱と共同出資の舞台アグリイノベーション㈱が全量買取 
 で販路をバックアップ。 

＜大規模生産プロジェクト＞ 
 南相馬市（㈱舞台ファーム） 

紅梅夢ファーム 
(南相馬市小高区) 

＜環境制御型園芸＞ 
 大熊町（いちご栽培施設） 

〇省力化、効率化を図るための先端技術 
  を取り入れたイチゴの栽培施設を整備。 
〇土を使わず、棚の上で培養液を使って 
   いちごを育てる高設養液栽培。 
〇㈱ネクサスファームおおくまが周年栽培・ 
  周年出荷に取り組んでおり、2019年 
  8月に初出荷。 

＜地域と連携した企業の農業参入＞ 
 楢葉町（㈱福島しろはとファーム） 

〇2017年に㈱福島しろはとファーム（「らぽっぽ」  
  等を展開）が新規参入。地元農家と連携しな  
  がら大規模なサツマイモ栽培に取り組んでいる。 
〇楢葉町では、世界最大級の保管容量を誇る 
   サツマイモの貯蔵施設を整備し、町の 
   振興作物として更なる栽培拡大を目指す。 

＜水産加工団地の整備＞ 
浪江町（㈲柴栄水産） 

〇浪江町が基幹産業である 
  水産業の復興に向けて水産 
   加工団地を整備。 
〇震災により休業を余儀なくされていた㈲柴栄水産が団地進出 
   第一号として水産加工工場を建設し、2020年4月に営業を再開。 
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 技術開発支援を通じ企業の販路を開拓。 

 高齢化や医療・介護人材の不足が進む浜通り地域等
において、医療関連産業の集積を図るとともに、企業
等の新規参入を促進。 

2．重点分野 ⑤医療関連、⑥航空宇宙 

＜医療関連産業の集積＞ 
 ★ミツフジ㈱（川俣町） 

〇2018年9月に川俣町へ進出。 
〇衣類型ウェアラブル端末を開発 
   しており、川俣町と共に『毎日 
   着用可能なウェア型IoT機器およびオンライン診療システムに 
   よる健康モニタリングサービスの開発』という実証実験を実施中。 

【医療関連】 【航空宇宙】 

 『空飛ぶクルマ』の実証や関連企業を誘致。 

 航空宇宙産業の育成・集積に向けて、参入する企業の支援や 

   産業を担う人材育成に取り組んでいる。 

★福島SiC応用技研㈱（楢葉町） 

〇2017年1月、楢葉本社工場の 
  稼働開始。 
〇従来のPET診断装置に代わる 
   新たな診断装置であるB-NET 
   診断装置の実用化に取り組んで 
   いる。 

＜空飛ぶクルマの実証＞ 
 ★福島ロボットテストフィールド（南相馬市） 

〇空飛ぶクルマの開発を進めている、㈱SkyDriveとテトラ・アビエーション㈱ 
  は福島ロボットテストフィールドの研究室に入居し、空飛ぶクルマの実用化 
  に向け、フィールドを利用した飛行試験を実施。 

㈱SkyDrive社 
ﾃﾄﾗ・ｱﾋﾞｴｰｼｮﾝ㈱社 

＜航空宇宙産業＞ 
 ★㈱IHI 相馬第一工場・第二工場（相馬市） 

〇㈱IHI 相馬第一工場・第二工場は航空エンジンや宇宙開発関連機器 
  などの製造拠点となっており、航空宇宙産業へ参入している県内企業も 
  多い。 

出典：福島県HP 

出典：㈱SkyDrive HP 
出典：RTF HP 
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 県外企業等の浜通り地域等への産業集積を目的として、浜通り地域等の産業ポテンシャルや各種優遇制度等を紹介
するセミナー、産業用地を巡る現地見学ツアーや個別視察を実施。 

企業立地セミナー  
   

企業立地セミナーの様子 
（2019/10/31東京） 

企業毎の個別見学対応  

立地 

現地見学ツアー 

企業・団体への出前講座 

    浅野撚糸㈱の現地見学の様子 
     （2019/7/30双葉町） 

５社・団体90名 

12社35名 

３会場（東京・大阪・名古屋）で、延べ357社509名が参加 

立
地
協
定
締
結
４
社 
 
立
地
補
助
金
申
請
・
採
択
３
社 

凡例   は、2019年度実績 

セミナー 個別見学 現地見学ツアー 
立地協定締結・ 
補助金等活用 

2020年度  第1回 現地見学ツアーを実施 
        （2020年10月19日～20日） 

13社16名が参加 

     産業団地の見学の様子 
     （2020/10/19浪江町） 
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 地元企業の構想への参画や地元への経済効果の波及に向けて、進出企業と地元企業とのビジネスマッチング（交流会） 

  を開催。 

 相双機構、東邦銀行、福島県信用保証協会と連携協定を締結するなど、効果・効率的に進める。 

〇ビジネス交流会 

 ・イノベ機構と相双機構が連携したイベント（両機構が主催）。 

 ・新規立地や研究開発等を計画・実施している企業が講演、ブースを設置し、来場した地元企業と商談等を実施。 

登壇企業と地元企業との商談 

 ＜第１回＞ 
  11/19 いわき産業創造館 
  講演：４企業 
  来場：58企業・団体/109名 

＜第２回＞ 
 1/18 福島ロボットテストフィールド 
 出展：23企業・団体 
 講演：８企業・団体 
 来場：115企業・団体/236名 

23企業・団体が出展したブース 

商談数20件 

取引成立：１件 

商談継続：７件 

商談数53件 

取引成立：２件 

商談継続：６件 

2019年度で、73件の企業同士の商談の場を設定。16件の取引成立・商談継続。 

凡例   は、2019年度実績 

＜2020年度 第1回＞ 
 11/19 Jヴィレッジ 
 講演：４企業 
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 浜通り地域等発の実用化技術・製品等の創出を目指し、2016年度から実施している「イノベ実用化補助金※」とともに、
事業化に向けて個々の事業者が抱えている課題解決のための伴走支援を実施中。 

 ※ 正式には「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」 

 支援内容 
• 上限額最大７億円 
• 最長３年間まで補助継続 
• 補助率（上限） 
   中小企業：２/３ 
   大企業：１/２ 
• 補助対象経費 
   調査設計費、機械設備費、 
   施設工事費、人件費、材料費、 
   外注費、委託費    等 

 

年度          採択事業数 

2016 46 

2017 68 

2018 83 

2019 61 

2020 69 

※ 2017年度以降の採択事業数には 
  前年度からの継続採択案件を含む 
   (延べ数)。 
  出典：福島県商工労働部 

＜参考＞採択数 

 対象分野（重点分野） 

補助 
支援 

イノベ実用化補助金とは 

 

イノベ構想の重点分野について、地元企業または 地元企業等と連携する域外企業等による実用化開発等を促進
し、福島県浜通り等地域の産業復興の早期実現を図ることを目的に、開発費を補助支援する県の制度。 

概要 

スキーム 

 エリア 

• 15市町村 
※ 

〇ロボット・ドローン 

〇エネルギー 

〇環境・リサイクル 

〇農林水産業 

〇医療関連 

〇廃炉（廃炉等及び放射線に関する分野） 

〇航空宇宙 
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Fukushima Tech Create（福島イノベーション創出プラットフォーム事業） 

 新たなプレーヤーを呼び込み、産業の集積を図るため、浜通り地域等において起業・創業を目指す優れた事業
シードを発掘し、事業化に至るまでの様々な支援を行う取組を2020年度より開始。 

 Fukushima Tech Create センター（本事業の運営事務局） 

  福島イノベーション・コースト構想推進機構／福島相双復興推進機構 
事業者等からの相談受付・発掘、FTCサポーターへの情報提供等を実施。       

Fukushima Tech Create 

創業支援のための３つのエンジン(A.専門家による支援、B.助成金、C.関係機関の支援） 

行政機関・金融機関・教育機関・経済団体による支援 C.  Fukushima Tech Create サポーター 

B.  イノベーション 
創出支援助成金 

①～③のプログラム
に採択された企業等
に対し、審査により
試作品製作費等を
助成 

 (10万円～10百万円)  (10万円～10百万円) ①重点６分野のシード創出支援＜ビジネスアイデア事業化プログラム＞ 

②社会・地域課題解決のシード創出支援 ＜地域未来実現プログラム＞ 

③事業化に向けた取組みの加速化支援 ＜アクセラレーションプログラム＞ 

Ａ. 起業・事業化に向けたシード発掘、支援専門家による事業化支援 

30件（県内19件、県外11件） 

2020年度 支援件数 

3．ソフト面での取組 ①産業集積・ビジネスマッチング ～事業創出支援～ 

10件（県内0件、県外10件） 

10件（県内4件、県外6件） 
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１ 特例の概要 

２ 対象事業者 
    次の(1)の分野に係る事業を実施するとともに、(2)又は(3)に該当する中小企業者 

(1)福島イノベーション・コースト構想の重点分野となる、廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙。 

(2)「福島国際研究産業都市区域(※福島県浜通り地域等15市町村)」に本社、試験・評価センター、研究開発拠点、生産拠点等が所在する企業。 

(3)「福島国際研究産業都市区域(※福島県浜通り地域等15市町村)」の企業、国立研究開発法人、公設試験研究機関、高等教育機関と連携する日本国内の企業。 

４ 証明書交付期間 
    2018年4月25日~2021年3月31日 
    ※③の証明書発行に要する期間は、事前相談後、申請書を提出された時点より起算し、概ね30日程度。 

３ 事務手続きの流れ 
    当機構では特許料等の軽減申請に際しての特例を受けるために必要な適合証明書を発行。 

※特許料等の軽減申請自体の相談及び申請先は、特許庁となりますので、ご注意ください。 

3．ソフト面での取組 ①産業集積・ビジネスマッチング ～特許料等に係る特例措置～ 

国内出願 国際出願 

出願日 2018年4月25日以降 2019年4月1日以降 

審査請求日    2019年 
3月31日まで 

     2019年 
4月1日以降 

軽減幅 １/２へ １/４へ １/４へ 

対象費用  
 
新たな国内特許に係る「審査請求料」及び 
「1~10年目分の特許料」 

＜軽減措置＞※1 
新たな国際出願に係る「送付手数料」「調査手数料」及び 
「予備審査手数料」 
＜交付金の交付＞※2 
新たな国際出願に係る「国際出願手数料」及び 
予備審査請求の「取扱手数料」 

    ※1 軽減措置…1/4へ軽減した額を納付するようになります。 
    ※2 交付金の交付…満額納付後、納付金額の3/4の額が交付されます。なお、交付金の申請に際しては当機構の証明書は不要となります。 
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近畿大学 × 川俣町 

 学生の「知」を組織的に活用し、除染研究・心身ケアや、新たな
特産品の開発などの産業振興を支援。 

 アンスリウム栽培や川俣シャモすき焼きセットの開発、地域のＰＲ
動画作成やサイクリングロードの設定など、被災地における一つの
復興モデルを目指し、地域の魅力を生み出す取組を実践。 

かわまたアンスリウム 
（ミス・グランド・ジャパン 
  オフィシャルフラワー） 

 

川俣シャモすき焼きセット 

福島大学 × 川内村ほか 

復興農学会ＨＰ 

 全国の大学と連携して、「復興知」を統合化し、食と農の教育
研究拠点の構築を目指す。復興農学会の立ち上げに向けて、
準備会を設置。（2020年6月に復興農学会立ち上げ） 

「復興知」実装社会シンポジウム 
（2019/12/20） 

「知」の集積・拠点形成 まちづくり・地域振興支援 

＜2019年度採択大学の活動事例＞ 

 浜通り地域等には大学等の高等教育機関が少ない中、震災以降、県内外の様々な大学が自治体・企業・高校などと
連携して教育研究活動を実施。 

 復興に資する知を浜通り地域等に誘導・集積するため、浜通り地域等で市町村と協定を締結し、拠点を置きつつ教育
研究活動を行う大学等を支援する取組（補助事業）を2018年度から実施。2020年度は23件（３億7700万円）
を支援。 

3．ソフト面での取組 ②教育・人材育成  ～教育研究活動への支援～ 
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トップリーダーの人材育成 

・磐城高校 
・相馬高校 
・原町高校 

工業分野の人材育成 

・平工業高校       ・勿来工業高校 
・小高産業技術高校   ・川俣高校 

楢葉遠隔技術開発センターの見学 
（平工業高校） 

福島ロボットテストフィールドの見学（相馬高校） 

クローラーロボット操縦体験 

農業・水産分野の人材育成 

・磐城農業高校 
・相馬農業高校 
・いわき海星高校 

福島県水産資源研究所の見学 
（いわき海星高校） 

ホシガレイ養殖見学 

38回 

67回 

63回 

成果報告会 

・参加：34校、約250名 

2019/06/18 

対象校の生徒によるポスターセッション 

2020/2/23 於：日大工学部 

高校：先進校（２校） 
 ふたば未来学園高校（SGH※）はアクティブ・ラーニングによるグローバルリーダーの育成、小高産業技術高校（SPH※）は先端技術学習

と地域探究により復興人材の育成に向けた教育プログラムを展開。 

高校：指定校（９校）広域連携校（17校） 
 地域の企業や研究機関・大学と連携した実践的な教育プログラムを開発し、2018年度から８校で実施。構想を牽引するトップリーダー

と構想の即戦力となる専門人材を育成。2019年度は水産高校にも拡大。 
  （例）イノベ構想・企業に関する講演会・出前授業、企業・拠点の見学・実習、発表会、就職説明会 
 さらに、中通り、会津の広域連携校17校でも同様のプログラムを展開。 

高等教育機関 
 2019年度より、県内の大学、高専、テクノアカデミー等へプログラムの一部を水平展開。 

※スーパーグローバルハイスクール（2015～2019年度）、 
  スーパープロフェッショナルハイスクール（2017～2019年度）に指定 

（地元企業等の見学・実習、講演等の実施回数） 凡例   は、2019年度実績 

3．ソフト面での取組 ②教育・人材育成   ～高校・高等教育機関でのイノベ教育～ 
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富岡第一・第二小の発表 
「富岡町を発信しよう」 

南相馬市・小高中学校 
×日本大学工学部 
（ロボット講座）  

 構想の実現に貢献する人材育成の裾野を広げるため、小中学校段階からロボットや再エネ等の新産業を含めた地域理解を
深める学習を展開。 

 双葉郡８町村では、地域への思いや自分や地域の未来を切り拓く力を育めるよう、地域の「ひと」、「もの」、「こと」を題材に、
８町村が連携して取り組む探究的な学習「ふるさと創造学」の実施を支援。 

 各校の「ふるさと創造学」の取組をポスターセッション形式で共有する、子どもが主体の学びあいの場「ふるさと創造学サミット」、
町村や世代を超えた交流を通じて学ぶサマースクール「双葉郡中高生交流会」等を開催。 

 避難地域12市町村の教育委員会が行う“ふるさとに根ざした魅力ある学校づくり“や教職員研修会の実施を支援。 

2019/12/14  
ふるさと創造学サミット 
（約700名参加） 

2019/8/1  
双葉郡中高生交流会 
（約400名参加） 

2019/9/26 
教職員研修での 
グループ討議 

（52校108名参加） 

川俣町・山木屋中学校 
 ×福島大学(復興知) 

（里山体験(自然観察)） 

3．ソフト面での取組 ②教育・人材育成   ～小中学校での教育～ 
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 来訪者のニーズにあわせたオーダーメイド視察対応や、構想に関連するテーマを設定したモデルツアーを実施し、地域や構想へ
の理解の進化に取り組む。 

 県内外で広く構想の取組を知っていただくため、シンポジウムの開催、各イベントへの出展や講演を行い、構想の浸透と参画を
図る。 

受付 
件数 

うち 
実施件数 

50件 
34件 

（823名） 

＜オーダーメイド視察対応＞  

• 凸版印刷㈱          
• 川崎重工業㈱ 
• JR東日本総合研修センター 
• (一社)エネルギー資源学会 
• 八潮市町会・自治会連合会 

• 政策研究大学院大学 
• 東洋大学付属姫路高等学校  など                

※2019年度 

↑台風・コロナの影響で、 
  中止９件、延期７件。  

＜モデルツアー＞ 

○福島イノベーション・コースト構想地域の視察ツアー 

  ・ 先端農業視察コース 

 ・  リスクマネジメント研修コース、 

 ・ 再エネ先駆けの地ふくしま視察コース、 

  ・ 廃炉・ロボット産業視察コース 

視察ツアーの様子 
（福島水素エネルギー研究フィールド） 

４回開催 
63社68名 

＜福島イノベーション・コースト構想シンポジウム＞ 

〇第４回福島イノベーション・コースト構想シンポジウム（2020/2/15） 
  小高生涯学習センター「浮舟文化会館」 

来場者 約350名 

トークセッションの様子 

＜出前講演＞ 
・会津経済研究会 
・郡山経済研究会 
・産学官交流のつどい 

・福島大学研究・地域連携成果報告会 
・福島イノベーション・コースト構想 
 推進企業協議会 定例会 
・世界防災フォーラム など 

27回 

凡例   は、2019年度実績 

・ふたばワールド2019（Jヴィレッジ） 

・ふくしま大交流フェスタ（東京国際フォーラム） 

・30歳の大同窓会 ふくしま０次会 

 （郡山ビューホテル） 

・国際ドローン展（インテックス大阪）など 

 

＜イベントでのブース出展(県内外)＞ 

10回 

2020年度 福島イノベーション・コースト構想シンポジウム 
      2020年12月19日（土）開催予定 
      双葉町産業交流センター 
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 複合災害の記録と教訓を収集・保存するとともに、調査・研究し、展示・研修を行う情報発信拠点 「東日本大震災・原子
力災害伝承館」を双葉町に整備。2020年9月20日オープン。 

 イノベ機構では、東日本大震災・原子力災害伝承館の指定管理を2020年4月より受託（5年間）。 

＜マップ＞ 

●開館時間：9：00～17：00  
●休 館 日 ：火曜日・年末年始（12/29～1/3） 
●入 館 料 ：大人 600円 小中高 300円  
          大人団体（20名以上）480円  
         小中高団体(20名以上）240円 
●研 修 室 ：8,300円～（最大120名収容） 
 ※入館料は1名あたりの金額。 ※教育活動での減免制度あり。 

＜外観＞ 

3．ソフト面での取組 ③交流人口の拡大・情報発信 
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広域インフラの復旧状況 

４．参考資料 ①交通インフラの整備状況  

広野町 

楢葉町 

南相馬市 

大熊町 

富岡町 

双葉町 

浪江町 

     

磐城太田駅 

大野駅 

夜ノ森駅 

原ノ町駅 

広野駅 

双葉駅 

富岡駅 

木戸駅 

竜田駅 

小高駅 

桃内駅 

浪江駅 

20km 

福島第一 
原子力発電所 

福島第二 
原子力発電所 

広野ＩＣ～いわき中央ＩＣ 
４車線化 26.6km 
平成28年6月6日整備計画変更 

山元ＩＣ～広野ＩＣ 
付加車線設置 ６箇所 
（計13.5km） 
平成28年9月15日設置箇所公表 

※４車線化及び付加車線設置について、復興・創生期間内の概ね５年での完成を目指す。 

南相馬鹿島ＳＡ 

常磐自動車道 ＪＲ常磐線 

亘理ＩＣ 

岩沼ＩＣ 

山元ＩＣ～岩沼ＩＣ 
４車線化 13.7km 
平成28年6月6日整備計画変更 

竜田～広野駅間 
  平成２６年６月１日に 
  運転再開済 

原ノ町～小高駅間 
  平成２８年７月１２日に 
  運転再開済 

小高～浪江駅間 
  平成２９年４月１日に 
  運転再開済 

富岡～竜田駅間 
  平成２９年１０月２１日に 
  運転再開済 

帰還困難区域 

 
運行中 

居住制限区域 

避難指示解除準備区域 

大熊ＩＣ：平成31年3月31日供用開始 
常磐双葉ＩＣ：令和2年3月7日供用開始 

ならはスマートＩＣ： 
     平成31年3月21日供用開始 

Ｊヴィレッジ駅 

 常磐自動車道では、いわき中央IC～広野ICの４車線化及びICの追加。 

 ＪＲ常磐線は、令和２年３月１４日全線運転再開。運転再開に合わせて、特急「ひたち」も全線で運転を再開。 
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<進出企業の具体例> 

事例１︓㈱リセラ（川内村） ※2018年1月操業開始 
○本社：岡山県倉敷市 
○事業内容：スポーツウェアや水着、メディカルサポート用品の製造 
○津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金を活用して工場を建設 

 避難指示解除の進展に伴い、 産業団地を中心として新たな企業の立地が進んでいる。 

４．参考資料 ②新たな企業の進出 

   事例２：双葉中央アスコン(企業共同体)（双葉町） ※2019年12月操業開始 
○本社：双葉住コン㈱(双葉町)と大林道路㈱(東京都千代田区)がJVを設立して中野地区に立地 

○事業内容：双葉地域の今後の復興に使用される道路舗装材料の製造を予定 

○自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金を活用して工場を建設 

事例３：豊通リチウム（株） （楢葉町）  ※令和3年上半期操業開始予定 

〇本社：愛知県名古屋市 

〇事業内容：需要が伸びている車載二次電池用炭酸リチウムの供給だけでなく、 

         リチウム電池の技術革新に伴い二次電池の高容量化も見込まれ 

         ることから、原料となる水酸化リチウムの生産・供給体制を構築 

〇自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金を活用して工場を建設 

出典：㈱リセラHP 

出典：大林道路㈱HP 

出典：豊通リチウム㈱HP 
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27 ４．参考資料 ②新たな企業の進出 

㈱片山製作所（富岡町） ※2021年春操業開始予定 
 

 ○本   社：岐阜県可児市 

 ○事業内容：金型・同部分品・付属品製造（電気自動車関連） 

 ○立地に至る経緯 

   2018年10月 企業立地セミナー（名古屋） 

             11月 現地見学ツアー 

   2019年12月 富岡町と立地協定締結  

現地見学ツアーの様子 
（2018/11/26 富岡町） 

大橋機産㈱（川内村） ※2021年度操業開始予定 
 

 ○本   社：埼玉県さいたま市 

 ○事業内容：自動車・建設機械部品製造 

 ○立地に至る経緯 

   2019年２、４月 個別現地見学 

                    11月 川内村と立地協定締結 

      

個別現地見学の様子 

（2019/4/16 川内村） 

2019/11/21 
福島民友 

浅野撚糸㈱（双葉町） ※2022年度操業開始予定 
 

  ○本   社：岐阜県安八町 

  ○事業内容：撚糸製造・タオル販売 

  ○立地に至る経緯 

   2019年５月 現地見学ツアー 

                 7月 個別現地見学 

               10月 双葉町と立地協定締結 

    
個別現地見学の様子 

（2019/7/30 双葉町） 

2020/6/11 
福島民報 
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28 ５．結びに 

当該地域でのビジネスに多くの企業に興味を持っていただく機会として「第2回福島イノベーション･
コースト企業立地現地見学ツアー」を開催いたします。 

令和３年２月9日(火)～10日(水) 開催日時 

視察先 

上限１５名 事前申込制 定員 申込方法 

無料（集合場所までの旅費、交流会費等は自己負担) 参加費 

ふたば医療センター 

申込先等 福島イノベーション・コースト現地見学ツアー事務局 (一財)日本立地センター(担当:大川・三橋) 
TEL︓03-3518-8965 FAX︓03-3518-8970 E-mail:enepa@jilc.or.jp 

田村市産業団地、葛尾村産業団地、大熊西工業団地、いわき四倉中核工業団地、広野町東町産業団地（仮称）、 
富岡産業団地、ふたば医療センター、浪江町南産業団地、双葉町中野地区復興産業拠点、南相馬市復興工業団地、 
福島ロボットテストフィールド、駒ケ嶺工業用地、相馬中核工業団地 等 

1泊2日(現地集合・解散)  ※宿泊場所については事務局にて手配 

福島ロボットテストフィールド 葛尾村産業団地 
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ご清聴ありがとうございました。 

検 索 福島イノベ 

http://fipo.or.jp/ 

「福島イノベーション・コースト構想」の 

 プロジェクトの状況や 

 直近のトピックスを 

 ご覧いただけます。 

 詳しくは、HPをご覧ください。 


