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第１章 中小企業振興プログラムの趣旨 

１.振興プログラム策定の目的 

（１）福島市中小企業振興基本条例（以下「条例」という。）第９条に定める施

策の基本方針を具現化するための施策の体系、主要な事業及び成果指標を

明らかにする。 

（２）条例第１２条に定める福島市中小企業振興会議（以下「振興会議」とい

う。）の意見を反映して策定及び見直しを行うことにより、本市の中小企業

の実態により即した事業の展開を図る。 

 

２. 振興プログラムの期間 

令和４年度から令和７年度の４年間 

 

３. 振興プログラムの範囲 

中小企業の振興に資する施策・事業のうち、条例第９条に定める施策の基本

方針を具現化するうえで特に重要度の高い事業を位置づけるものとする。 

 

４. 振興プログラムの見直し 

毎年度ごとの事業の実施状況や中小企業の実態、社会経済情勢等の諸条件

の変化に応じて見直しを行い、ローリング方式により毎年度策定する。 

 

５. 企業アンケートの実施  

プログラムの見直しや企業ニーズを捉えた個別施策の実施に資するため、

本プログラム期間中毎年度、本会議委員相互の協力のもと、企業アンケート

を実施する。 

 

 

- 2 -



 
 

第２章 施策の体系、主要な事業及び成果指標 

 

第２期福島市中小企業振興プログラム 成果指標一覧 

施策体系 成果指標 主担当 ページ 

１ 経営の革新・向上・改善、経営基盤の強化及び販路開拓 

（１）経営の革新、向上及び改善 

 ①「経営は概ね順調である」と答えた企業の割合 産業雇用政策課 ２ 

②産業支援コーディネーターによる企業訪問等 産業雇用政策課 ９ 

（２）経営基盤の強化及び販路開拓 

 ③新製品・新技術開発支援事業採択件数 産業雇用政策課 １１ 

④販路拡大支援事業助成件数 産業雇用政策課 １１ 

２ 創業と承継、経済的社会的環境の変化への適応 

（１）創業及び事業の承継 

 ⑤創業スクール等の受講者のうち創業者数 商工会議所 １３ 

⑥中心市街地空き店舗数 商工業振興課 １４ 

（２）経済的社会的環境の変化への適応～ウィズ・ポストコロナへの対応とＳＤＧｓへの取組み推進～ 

 ⑦事業継続力強化計画等の策定企業数 産業雇用政策課 1６ 

 ⑧事業系ごみ排出量 ごみ減量推進課 1７ 

３ 企業間または企業と各機関等との連携及び協力 

（１）中小企業者相互間での連携及び協力 

 ⑨ものづくり企業交流会参加企業・団体数 産業雇用政策課 19 

（２）中小企業者と教育機関等との間での連携及び協力 

 ⑩産学共同研究等支援事業採択件数 産業雇用政策課 19 

４ 児童・生徒の勤労観及び職業観の醸成と人材の確保、人材の育成 

（１）児童・生徒の勤労観及び職業観の醸成と人材の確保 

 ⑪中学生ドリームアップ事業に対する参加校の総合評価 学校教育課 21 

（２）人材の育成 

 ⑫若手ものづくり後継者育成塾参加者数 商工業振興課 ２4 

５ 健康増進・福利厚生の充実、子育て支援 

（１）従業員の健康の増進及び福利厚生の充実 

 ⑬健康事業所宣言エントリー事業所数 協会けんぽ福島支部 ２6 

（２）安心して子どもを生み育てることができる環境づくり 

 ⑭待機児童数（国基準） 幼稚園・保育課 27 
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施策体系 成果指標 主担当 ページ 

６ 地場産品等の地元消費と利用拡大、地域資源の発掘・活用と産業連携 

（１）地場産品等の地元消費及び利用拡大 

 ⑮食品加工産業創出事業助成件数 産業雇用政策課 29 

（２）地域資源の発掘及び活用と産業連携 

 ⑯ふるさと納税返礼品登録数 政策調整課 30 

７ 観光の振興、定住人口の保持と交流人口の拡大 

（１）観光の振興 

 ⑰来訪者満足度 観光交流推進室 31 

（２）定住人口の保持及び交流人口の拡大 

 ⑱UIJターン移住支援事業助成件数 定住交流課 32 

８ 企業立地の促進、医療福祉関連産業等の集積 

（１）企業立地の促進 

 ⑲企業立地トップセールス参加企業数 企業立地課 ３4 

（２）医療福祉関連産業等の集積 

 ⑳医療福祉機器等産業創出支援事業採択件数 産業雇用政策課 ３5 
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主要な事業 目次 

（１）経営の革新、向上及び改善・・・P9 

◆相談支援事業 

◆支援制度の活用広報事業 

◆産学連携コーディネート事業 

◆中小企業融資事業 

◆中小企業信用保証料補助事業 

◆街なか店舗経営力向上支援事業 

◆サービス等生産性向上 IT導入支援事業 

（IT導入補助金） 

◆ものづくり・商業・サービス生産性向上 

促進事業（ものづくり補助金） 

 

（２）経営基盤の強化及び販路開拓・・・P11 

◆新製品・新技術開発等支援事業 

◆販路拡大支援事業 

◆航空宇宙産業集積推進事業 

◆ふくしまチャレンジ・フィールド 

◆小規模事業者持続的発展支援事業 

（持続化補助金） 

◆取引適正化等推進事業 

 

 

 

 

（１）創業及び事業の承継・・・P13 

◆産業競争力強化法に基づく創業支援事業 

計画の推進 

◆創業応援利子補給事業 

女性の創業応援利子補給事業 

◆新規創業者等の支援 

◆創業後の支援事業 

◆商店街空き店舗対策 

◆事業承継コーディネート事業 

◆福島県事業承継・引継ぎ支援センター 

◆事業承継・引継ぎ支援事業 

  （事業承継・引継ぎ等補助金） 

 

（２）経済的社会的環境の変化への適応 

～ウィズ・ポストコロナへの対応と 

SDGｓへの取組み推進～・・・P16 

◆事業継続力支援事業 

◆新たなビジネスモデル創出支援事業 

◆中小企業等事業再構築促進事業 

◆特定集積産業事業拡大・強化支援事業 

 

 

１ 経営の革新・向上・改善、 

  経営基盤の強化及び販路開拓 

２ 創業と承継、 

  経済的社会的環境の変化への適応 
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◆事業環境変化対応型支援事業 

◆新型コロナウイルス対策 

  サプライチェーン強化支援事業 

◆事業系ごみの２R（リデュース、リユース）の 

  推進 

◆カーボンニュートラル・水素関連産業 

  推進事業 

◆再エネ関連産業産学官連携・販路拡大 

促進事業 

◆クリーンエネルギー自動車・インフラ導入 

促進補助金 

 

（１）中小企業者相互間での連携及び協力 

・・・P19 

◆企業間連携推進事業 

 

（２）中小企業者と教育機関等との間での 

連携及び協力・・・P19 

◆福島大学地域創造支援センターによる 

産学連携 

◆産学共同研究等支援事業 

 

 

◆チャレンジふくしま「ロボット産業革命の地」 

創出事業 

 

（１）児童・生徒の勤労観及び職業観の 

   醸成と人材の確保・・・P21 

◆中学生ドリームアップ事業 

◆企業の人事担当者と高等学校の就職 

担当者との懇談会 

◆就職説明会等 

◆東北ワークフェスｉｎ仙台（企業・業界研究） 

◆Ｆターン事業 

◆働く女性応援事業 

◆働きやすい職場環境づくり推進事業 

◆高齢者生涯活躍プロジェクト事業 

 

（２）人材の育成・・・P23 

◆中小事業者・小規模事業者人材対策事業 

◆女性ＩＴ人材育成・就業応援事業 

◆ジョブ・カード制度（雇用型訓練） 

◆県北技塾 

◆ものづくり産業におけるＤＸ人材育成事業 

 

 

３ 企業間または企業と各機関等との 

  連携及び協力 

４ 児童・生徒の勤労観及び職業観の 

  醸成と人材の確保、人材の育成 
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◆魅力を伝えるふくしま医療関連産業人材 

育成事業 

◆若手ものづくり後継者育成塾 

◆ポリテクセンター福島による在職者対象の 

職業訓練 

◆福島県ハイテクプラザによる人材育成 

◆技術・技能者育成支援 

 

（１）従業員の健康の増進及び福利厚生の 

充実・・・P26 

◆えふ・サポートによる福利厚生の充実 

◆職場の健康づくり 

◆女性活躍・働き方改革推進事業・ 

女性向け合同企業説明会 

 

（２）安心して子どもを産み育てることが 

できる環境づくり・・・P27 

◆子どものえがおあふれるまちづくり 

◆妊娠期から子育て期まで切れめない子育て 

支援 

◆幼児教育・保育の充実 

 

 

◆放課後児童健全育成事業 

◆ファミリーサポート事業 

 

（１）地場産品等の地元消費及び利用拡大 

・・・P29 

◆地域６次産業化推進事業 

◆食品加工産業創出事業 

 

（2）地域資源の発掘及び活用と産業連携 

・・・P29 

◆スイーツ・プレミアム事業 

◆JAPANブランド育成支援等事業 

◆ふるさと納税促進事業 

 

（１）観光の振興・・・P31 

◆春の花見山おもてなし事業 

◆フィルムロケ誘致支援事業 

 

 

５ 健康増進・福利厚生の充実、 

  子育て支援 

６ 地場産品等の地元消費と利用拡大、 

  地域資源の発掘・活用と産業連携 

７ 観光の振興、 

  定住人口の保持と交流人口の拡大 
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◆ふくしま観光圏整備事業 

◆東北六市連携事業 

◆古関裕而を活かしたまちづくり事業 

 

（2）定住人口の保持及び交流人口の拡大 

・・・P32 

◆UIJターン移住支援事業 

◆テレワークによる「ふくしまぐらし。」 

推進事業  

◆商店街等活性化イベント支援事業 

◆コンベンション誘致事業 

◆コンベンション支援事業 

 

（１）企業立地の促進・・・P34 

◆企業立地促進事業 

◆「ゆとり満喫福島オフィス」開設支援事業 

◆先端 ICT関連産業集積推進事業 

◆新工業団地整備事業 

 

 

 

 

 

 

（2）医療福祉関連産業等の集積・・・P35 

◆医療福祉機器等産業創出支援事業 

◆ふくしまがつなぐ医療関連産業集積推進 

事業 

８ 企業立地の促進、 

  医療福祉関連産業等の集積 
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１ 経営の革新・向上・改善、 

経営基盤の強化及び販路開拓 

（１）経営の革新、向上及び改善 

相談支援事業 

 商工会議所や各商工会による経営相談・指導の充実を図ります。 

  

実施主体 

  ○福島商工会議所経営支援課 TEL 024-536-3900 

○飯坂町商工会 TEL 024-542-3568  ○松川町商工会 TEL 024-567-2265 

○飯野町商工会 TEL 024-562-2115 

 

 

支援制度の活用広報事業 

 国、県、市の中小企業施策の広報を充実し、支援制度の活用を促進します。 

 また、金融機関や税理士、社会保険労務士などの中小企業者を顧客とする専門事業者に

協力を得て、広報を行います。 

 

実施主体 

  ○福島商工会議所経営支援課 TEL 024-536-3900 

○飯坂町商工会 TEL 024-542-3568  ○松川町商工会 TEL 024-567-2265 

○飯野町商工会 TEL 024-562-2115  ○金融機関等 

  ○福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 

  ○福島市商工業振興課  TEL 024-525-3720 

 

 

産学連携コーディネート事業 指標② 

 市産業支援コーディネーターが企業訪問等を通じ、企業の現状や要望、課題などを的確

に把握し、産学・産産の連携を図るための各種支援を実施します。 

 

  実施主体 

  ○ふくしま新産業創造推進協議会（事務局：福島市産業雇用政策課） 

○福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 
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中小企業融資事業 

 国、県、市の制度融資の斡旋と円滑な資金の供給を行います。 

 

  実施主体 

  ○【福島県中小企業融資制度】福島県経営金融課 TEL 024-521-7288 

  ○福島県信用保証協会保証統括課 TEL 024-573-6265 

  ○日本政策金融公庫福島支店中小企業事業 TEL 024-522-9241 

  ○日本政策金融公庫福島支店国民生活事業 TEL 024-523-2341  ○金融機関 

  ○【福島市中小企業制度資金】福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 

  ○福島商工会議所経営支援課 TEL 024-536-3900 

○飯坂町商工会 TEL 024-542-3568  ○松川町商工会 TEL 024-567-2265 

○飯野町商工会 TEL 024-562-2115 

 

 

中小企業信用保証料補助事業 

 福島市中小企業一般融資及び福島県起業家支援保証制度により借入を行った際の信用保

証料について、その一部を補助します。 

 

  実施主体 

  ○福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 

 

 

街なか店舗経営力向上支援事業 

 本市中心市街地で事業を営む小売及びサービス業者に対して経営指導を実施し、意欲の

ある事業者の経営力向上を支援します。 

 

実施主体 

  ○(株)福島まちづくりセンター TEL 024-522-4841 

○福島市商工業振興課 TEL 024-525-3720 
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サービス等生産性向上 IT 導入支援事業（IT 導入補助金） 

 中小企業の業務効率化や DX のための IT ツール導入等を支援します。 

 また、複数社連携型 IT 導入枠を設け、商業集積地やサプライチェーン等で密に連携した

複数企業による IT ツール・機器の導入を支援し、データ共有・活用などの取組みを支援し

ます。 

 

実施主体 

  ○経済産業省中小企業庁  

   問合せ：サービス等生産性向上 IT導入支援事業コールセンター TEL 0570-666-424 

       【IP電話用】                         TEL 042-303-9749 

 

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金） 

 中小企業の革新的製品・サービス開発、生産プロセス等の改善に必要な設備投資等を支

援します。 

 また、「中小企業グリーン・デジタル投資加速化パッケージ」として、新たにデジタル枠・

グリーン枠を設け、手厚く支援します。 

 

実施主体 

  ○経済産業省中小企業庁  

   問合せ：ものづくり補助金事務局サポートセンター TEL 050-8880-4053 

 

（２）経営基盤の強化及び販路開拓 

新製品・新技術開発等支援事業指標③ 

 市内中小企業者が新製品や新技術の開発を通して、付加価値の高いものづくりによる新

たな事業創出を図るなど、地域の産業振興に寄与する取組みを支援します。 

 

実施主体 

  ○福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 

  

 

販路拡大支援事業 指標④ 

 市内中小企業者が販路拡大や新規需要開拓を促進するため、自社製品・自社技術等を幅

広く市場に紹介する展示会、商談会、見本市などへ出展する取組みを支援します。 

 

実施主体 

  ○福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 
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航空宇宙産業集積推進事業 

 専門家派遣による認証取得支援や各種研修及び設備導入補助、また取引拡大支援として

商談会出展を支援するなど、航空宇宙産業の集積を図ります。 

 

実施主体 

  ○福島県次世代産業課 TEL 024-521-8568 

 

 

ふくしまチャレンジ・フィールド 

 企業が新製品や新技術を開発する際に、本市をテストフィールドとして実施するマーケ

ティング調査や社会実験を支援します。 

 

実施主体 

  ○福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 

 

 

小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金） 

 小規模事業者のビジネスプランに基づく経営を推進するため、商工会議所・商工会と一

体での経営計画作成による、販路開拓への取組みを支援します。 

 また、業況が厳しい中での賃上げ等への取組み、後継ぎ候補者が実施する新たな取組み

や創業などには特別枠を設け、手厚く支援します。 

 

実施主体 

  ○経済産業省中小企業庁  

   問合せ：経営支援部 小規模企業振興課 TEL 03-3501-2036 

  ○福島商工会議所経営支援課 TEL 024-536-3900 

○飯坂町商工会 TEL 024-542-3568  ○松川町商工会 TEL 024-567-2265 

○飯野町商工会 TEL 024-562-2115 

 

 

取引適正化等推進事業 

 中小企業向けに、取引価格交渉ノウハウに関するセミナー等を開催し、価格交渉力の強

化を支援します。 

 

実施主体 

  ○経済産業省中小企業庁  

   問合せ：事業環境部 取引課 TEL 03-3501-1732 
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２ 創業と継承、 

経済的社会的環境の変化への適応 

（１）創業及び事業の承継 

産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の推進 指標⑤ 

 「産業競争力強化法」に基づき創業支援事業者や連携事業者との連携により策定した創

業支援事業計画により、創業をサポートします。 

 

  実施主体 

  ○福島商工会議所経営支援課              TEL 024-536-3900 

  ○日本政策金融公庫福島支店国民生活事業        TEL 024-523-2341 

  ○東邦銀行公務・地域商社事業課            TEL 024-523-0972 

  ○福島銀行法人支援課                 TEL 024-525-2605 

○福島信用金庫営業推進部本業支援課          TEL 024-523-3664 

  ○NPO福島県ベンチャー･SOHO･テレワーカー共働機構 TEL 024-525-4048 

○福島市商工業振興課                 TEL 024-525-3720 

 

 

創業応援利子補給事業 

女性の創業応援利子補給事業 

 熱意ある創業者を応援するため、創業にかかる利子を全額補助します。 

 ・女性創業者（代表者が女性の法人含む）…2年 

 ・市が定める中心市街地での創業者   …2年 

 ・その他の創業者           …１年 

 

  実施主体 

○福島市商工業振興課 TEL 024-525-3720 

 

 

新規創業者等の支援 

 シェアオフィスやコワーキングスペースを備えたビジネス交流拠点となる福島市クリエイティ

ブビジネスサロンを開設し、新たなビジネススタイルを支援します。 

 

実施主体 

○福島市商工業振興課 TEL 024-525-3720 
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創業後の支援事業 

 企業の成長過程での相談支援や経営課題解決のため、専門支援機関への橋渡し、創業者

間のネットワーク化を図ります。 

 

  実施主体 

○福島商工会議所経営支援課 TEL 024-536-3900 

○日本政策金融公庫福島支店国民生活事業        TEL 024-523-2341 

  ○東邦銀行公務・地域商社事業課            TEL 024-523-0972 

  ○福島銀行法人支援課                 TEL 024-525-2605 

○福島信用金庫営業推進部本業支援課          TEL 024-523-3664 

  ○NPO福島県ベンチャー･SOHO･テレワーカー共働機構 TEL 024-525-4048 

○福島市商工業振興課                 TEL 024-525-3720 

 

 

商店街空き店舗対策 指標⑥ 

 商店街への出店を促進するため、新規創業者及び一般店舗が商店街の空き店舗を店舗、

その他商店街の魅力向上に寄与する施設として活用する場合の賃貸料の一部を補助します。 

 

  実施主体 

○福島県商業まちづくり課   TEL 024-521-7299 

○福島市商工業振興課     TEL 024-525-3720 

○(株)福島まちづくりセンター  TEL 024-522-4841 

○商店街等 

 

 

事業承継コーディネート事業 

 市産業支援コーディネーターによる企業訪問等を通じて経営者に対し、事業承継のため

の情報提供や関係専門機関への橋渡しを行います。 

 

  実施主体 

  ○ふくしま新産業創造推進協議会（事務局：福島市産業雇用政策課） 

○福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 
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福島県事業承継・引継ぎ支援センター 

 中小企業者の事業存続への悩みや経営資源の引継ぎに関する相談等に対応して、相談員

が助言、情報提供及びマッチング支援等を行います。 

 

  実施主体 

○福島県産業振興センター TEL 024-954-4163 

 

 

事業承継・引継ぎ支援事業（事業承継・引継ぎ等補助金） 

 中小企業者に対し、事業承継・引継ぎに伴う設備投資・販路拡大や士業専門家の活用に

要する経費、廃業費用等を支援します。 

 

実施主体 

  ○経済産業省中小企業庁  

   問合せ：事業環境部 財務課 TEL 03-3501-5803 
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（２）経済的社会的環境の変化への適応 

   ～ウィズ・ポストコロナへの対応とＳＤＧｓへの取組み推進～ 

事業継続力支援事業 指標⑦ 

 市内中小企業者等が自然災害等の突発的な事由による被害を軽減し、事業継続・早期復

旧を可能とするため、BCP（事業継続計画）や事業継続力強化計画を策定または改定する

取組みを支援します。 

 

  実施主体 

○福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 

 

 

新たなビジネスモデル創出支援事業 

 新型コロナウイルスにより生活様式が大きく変化していることから、新規創業、デジタ

ル化、感染防止対策による取組を支援します。 

 

実施主体 

○福島市商工業振興課 TEL 024-525-3720 

 

 

中小企業等事業再構築促進事業 

 新事業分野進出等の新分野展開、業務転換、事業・業種転換、事業再編またはこれら取

組みを通じた事業規模拡大など、大胆な事業再構築にチャレンジする中小企業等を支援し

ます。 

 

実施主体 

  ○経済産業省中小企業庁  

   問合せ：事業再構築補助金事務局コールセンター TEL 0570-012-088 

       【IP電話用】             TEL 03-4216-4080 

 

 

特定集積産業事業拡大・強化支援事業 

 市が指定する特定集積産業に該当する地場企業が、その拡大・強化を目的に市内へ新た

な工場建設や製造設備等の整備を行う取組みを支援します。 

 

実施主体 

○福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 
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事業環境変化対応型支援事業 

 コロナ下の環境変化に直面する中小・小規模企業に対し、中小企業団体等の支援者によ

る課題設定型の伴走支援を行います。 

 また、最低賃金引上げやインボイス制度導入等の環境変化への対応が求められる中小・

小規模企業への支援体制を強化します。 

 

実施主体 

○経済産業省東北経済産業局 

   問合せ：産業部 経営支援課 TEL 022-221-4806 

 

 

新型コロナウイルス対策サプライチェーン強化支援事業 

 新型コロナウイルス感染症によりサプライチェーン毀損等の影響を受けた中小企業に対

し、自社製造への切り替え等に伴う生産設備や、サプライチェーン見直しに必要な調査費

等の経費を支援します。 

 

実施主体 

  ○福島県企業立地課 TEL 024-521-7280 

 

 

事業系ごみの２R（リデュース、リユース）の推進指標⑧ 

 事業者と連携して事業系ごみの減量化、資源化に関する広報を強化するほか、市が率先

してペーパーレスに取り組み、事業者への紙類減量化の啓発に努めるなど、事業系ごみの

減量化、資源化を推進します。 

 

実施主体 

  ○福島市ごみ減量推進課 TEL 024-525-3744 

 

 

カーボンニュートラル・水素関連産業推進事業 

 カーボンニュートラルに向け挑戦する中小企業を支援するため、金融機関とのネットワ

ーク構築などを通じた資金調達及び設備運用改善・導入等を図ります。 

 また、脱炭素関連分野における技術開発や水素関連産業への新規参入等に向けた人材育成を支援

します。 

 

実施主体 

  ○福島県次世代産業課 TEL 024-521-8568 
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再エネ関連産業産学官連携・販路拡大促進事業 

 再生可能エネルギー関連産業育成・集積支援機関「エネルギー・エージェンシーふくし

ま」を核に、ネットワーク構築から新規参入、人材育成、研究開発、事業化、販路拡大、

海外展開まで、一体的・総合的に支援します。 

 

実施主体 

  ○福島県次世代産業課 TEL 024-521-8568 

 

 

クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金 

 電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車の購入費用を補助します。 

 また、充電設備の購入費及び工事費、水素ステーションの整備費及び運営費の一部を補

助します。 

 

実施主体 

  ○経済産業省製造産業局 

○経済産業省資源エネルギー庁 

問合せ：（一社）次世代自動車振興センター TEL 03-3548-3231 
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３ 企業間または企業と各機関等との 

連携及び協力 

（１）中小企業者相互間での連携及び協力 

企業間連携推進事業 指標⑨ 

 企業間の連携強化とものづくり企業における新規取引の拡大と新たなビジネスの創出を

目的に、「ふくしまものづくり企業交流会」を開催します。 

 

  実施主体 

  ○ふくしま新産業創造推進協議会（事務局：福島市産業雇用政策課） 

○福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 

 

 

（２）中小企業者と教育機関等との間での連携及び協力 

福島大学地域創造支援センターによる産学連携 

 福島大学地域創造支援センター（ＣＥＲＡ）が、企業と同大学研究者とを結びつけ、共

同研究や受託研究をコーディネートします。 

 

実施主体 

  ○福島大学地域創造支援センター TEL 024-548-8012 

 

 

産学共同研究等支援事業 指標⑩ 

 市内中小企業者が、大学・高専等公設研究機関との共同研究などにより技術的課題の解

決に取組み、付加価値の高い製品開発を促進し、地域産業の振興に寄与する共同研究や委

託研究を支援します。 

 

  実施主体 

  ○大学・高専等公設研究機関 

○ふくしま新産業創造推進協議会（事務局：福島市産業雇用政策課） 

○福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 

 

- 19 -



 

 

チャレンジふくしま「ロボット産業革命の地」創出事業 

 企業・大学等によるロボットや要素技術の研究開発に対する支援、メードインふくしま

ロボットの導入助成、ロボットフェスタの開催、産学官連携による協議会の運営など、ロ

ボット関連産業の育成・集積を図ります。 

 

実施主体 

  ○福島県次世代産業課 TEL 024-521-8568 
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４ 児童・生徒の勤労観及び職業観の醸成と

人材の確保、人材の育成 

 

（１）児童・生徒の勤労観及び職業観の醸成と人材の確保 

中学生ドリームアップ事業 指標⑪ 

 郷土への愛着を深め、豊かな人間性・社会性を身に付けた生徒を育成するため、地域で

の職場体験を中心とした体験活動を推進します。 

 ・１年生：職業についての学習 

 ・２年生：職場体験活動 

 ・３年生：進路指導を含めた進路選択学習 

 

  実施主体 

  ○中学校  ○事業者 

○福島市教育委員会事務局学校教育課 TEL 024-525-3782 

 

 

企業の人事担当者と高等学校の就職担当者との懇談会  

 高校生を採用している企業の人事担当者と、県北地区の高等学校の就職担当者とが、そ

れぞれのニーズや課題について意見交換を行い、雇用機会の確保と早期離職の防止を図り

ます。 

 また、高等学校就職担当者の企業見学会を行います。 

 

  実施主体 

○福島商工会議所経営支援課 TEL 024-536-3900 

 

 

就職説明会等  

 市合同企業説明会や高校生就職塾、高校生内定者育成塾等による企業面談や就職支援を

行います。 

 

  実施主体 

○就職支援機関  ○高校・大学 

○福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 
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東北ワークフェス in仙台（企業・業界研究）  

 東北連携推進事業として、仙台市に進学した東北出身の学生を主な対象に、各市の地元

企業と学生が交流するイベントを東北の各自治体と連携して開催する取組みに参加します。 

 

  実施主体 

  ○仙台市地域産業支援課 TEL 022-214-1007 

  ○山形市雇用創出課   TEL 023-641-1212 

○福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 

 

 

F ターン事業  

 福島県が設置する「ふるさと福島就職情報センター東京窓口」が本県出身で首都圏在住

の大学生等に配信するメールに、本市の企業情報や就職情報を掲載することで直接情報を

提供し、UIJ ターンの促進を図ります。 

 

  実施主体 

  ○福島県ふるさと福島就職情報センター東京窓口 TEL 03-3214-9009 

  ○福島市産業雇用政策課            TEL 024-515-7746 

 

 

働く女性応援事業  

 女性の雇用継続、職域拡大、管理職への登用、働きやすい職場環境づくりの取組みに積

極的な中小企業を認証し、女性の雇用及び就職を支援します。 

 

  実施主体 

  ○福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 

 

 

働きやすい職場環境づくり推進事業  

 福島県の次世代育成支援企業認証を取得している企業を対象に、働きやすい環境整備、

人材育成事業を行う際に、助成金を交付します。 

 

  実施主体 

  ○福島県雇用労政課 TEL 024-521-7289 
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高齢者生涯活躍プロジェクト事業  

 就労意欲のある高齢者が能力や経験を活かし働くことができる「生涯現役社会」の実現

を目的に、関係機関との協議・連携を図ります。 

 

  実施主体 

  ○福島市介護保険課   TEL 024-525-6587 

  ○福島市長寿福祉課   TEL 024-525-7656 

○福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 

 

 

（２）人材の育成 

中小事業者・小規模事業者人材対策事業 

 中小企業・小規模事業者が必要とする人材を地域内外から発掘し、マッチング・定着な

ど人材確保を支援するとともに、中小サービス業・ものづくり現場・まちづくりの中核を

担う人材や小規模事業者を支援する人材を育成します。 

 

  実施主体 

  ○経済産業省中小企業庁経営支援課      TEL 03-3501-1763 

   （東北経済産業局地域経済部産業人材政策室 TEL 022-221-4881） 

 

 

女性 IT 人材育成・就業応援事業 

 就労を希望する女性の活躍の場を拡げるため、IT スキルを習得する機会を提供し、マッ

チングによる就労支援を実施します。 

 また、在宅開業やテレワーク等の新たな形態での就労を支援します。 

 

実施主体 

  ○福島県私学・法人課 TEL 024-521-7048 

 

 

ジョブ・カード制度（雇用型訓練） 

 従業員を対象にジョブ・カードを活用した実践的な職業訓練を行い、人材ニーズにマッ

チした人材の育成・確保を図ります。 

 

  実施主体 

  ○福島キャリア形成サポートセンター TEL 024-522-8401 

 

 

 

- 23 -



 

 

県北技塾 

 製造業における高度な人材を養成するため、金属加工、品質管理、生産管理等の各分野

について、専門講師によるシリーズの講習会を開催します。 

 

  実施主体 

  ○福島商工会議所経営支援課 TEL 024-536-3900 

 

 

ものづくり産業における DX 人材育成事業 

 テクノアカデミーによる若年層の DX 人材の育成から、中小企業（製造業）を対象とし

た DX に向けた理解醸成及び企業内人材育成方針構築支援等による企業競争力強化まで一

体的に取組むことで DX を推進します。 

 

実施主体 

  ○福島県産業人材育成課 TEL 024-521-7829 

 

 

魅力を伝えるふくしま医療関連産業人材育成事業 

 医療関連産業の人材確保及び人材育成を図るため、学生から社会人を対象とした、医療

関連産業の魅力をものづくり技術とつなげて伝える取組みなどによる人材育成プログラム

を実施します。 

 

実施主体 

  ○福島県医療関連産業集積推進室 TEL 024-521-7282 

 

 

若手ものづくり後継者育成塾指標⑫ 

 製造業の後継者を対象とした育成塾を実施し、将来を見据えたマネジメント能力を養い、

人的ネットワークを構築し仲間づくりを支援します。 

 

  実施主体 

  ○福島市商工業振興課 TEL 024-525-3721 

 

 

ポリテクセンター福島による在職者対象の職業訓練 

 在職者を対象に、業務に必要な技術・技能・知識のレベルアップを図る短期間の職業訓

練（能力開発セミナー）を実施します。 

 

  実施主体 

  ○福島県職業能力開発促進センター（ポリテクセンター福島） TEL 024-534-3637 
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福島県ハイテクプラザによる人材育成 

 企業の技術支援とともに、人材育成として各種研修や講師派遣を実施します。 

 

  実施主体 

  ○福島県ハイテクプラザ TEL 024-959-1741 

 

 

技術・技能者育成支援 

 福島共同高等職業訓練校における建築大工、左官、塗装、板金、畳の技能者を養成する

職業訓練を支援し、人材の育成と技術・技能の伝承を促進します。 

 

  実施主体 

  ○福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 
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５ 健康増進・福利厚生の充実、 

子育て支援 

（１）従業員の健康の増進及び福利厚生の充実 

えふ・サポートによる福利厚生の充実 

 市内中小企業で働く勤労者が、健康で豊かな生活を実感できるよう、職場の福利厚生の

充実や健康経営に資する助成により事業者を支援します。 

 

  実施主体 

  ○福島市中小企業福祉サービスセンター（えふ・サポート） TEL 024-528-2288 

 

 

職場の健康づくり 指標⑬ 

 健都ふくしま創造事業の柱のひとつとして、健康寿命を延伸し、長く健康で働き続けら

れる労働者が増えるよう、健診の受診率向上や職場の健康づくりなどの健康経営○Ｒに取り

組む事業所を増やします。 

  

  実施主体 

  ○福島県商工会議所連合会       TEL 024-536-5511 

  ○福島県商工会連合会         TEL 024-525-3411 

  ○福島県中小企業団体中央会      TEL 024-536-1261 

  ○協会けんぽ福島支部企画総務グループ TEL 024-523-3916 

  ○福島市職場の健康づくり推進委員会（事務局：福島市保健予防課） 

                     TEL 024-525-7680 

 

 

女性活躍・働き方改革推進事業・女性向け合同企業説明会 

 結婚・出産・育児・介護等の要因により離職した女性を対象とし、女性が働きやすい環

境が整い、子育て中の女性に理解がある企業による説明会を開催し、女性の再就職を支援

します。 

 

  実施主体 

  ○福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 
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（２）安心して子どもを生み育てることができる環境づくり 

子どものえがおあふれるまちづくり 

令和 3 年６月施行の福島市子どものえがお条例に基づき、「子育てするなら福島市」と

称されるよう行政や保護者はもちろん、地域全体で子どもたちを大切にし、子育てを応援

することで、子どものえがおがあふれるまちづくりを推進します。地域の企業や事業者に、

子育てと両立できる職場環境の整備や子どものための活動への協力を促進します。 

 

 

 

   

妊娠期から子育て期まで切れめない子育て支援 

妊娠期から子育て期を通じ、子どもと親の健全な育ちを支援します。また、安心して子

育てできるよう「子育て相談センター・えがお」や「子ども家庭総合支援拠点」によるき

め細やかで子育て家庭に寄り添った相談支援体制を強化し適切な支援に努めます。 

      

 

 

 

 

幼児教育・保育の充実 指標⑭ 

 「保育の受け皿の拡大」と「保育士の確保」を柱に待機児童の解消を図り、子育て中の

親が安心して働くことのできる環境を整備します。また、一時預かり保育や病児・病後児

保育などの多様な保育を充実するとともに、特色ある幼児教育・保育を推進します。 

＜待機児童対策推進パッケージ＞ 

 ①保育の受け皿の拡大…施設整備による利用定員の拡大、既存施設での受入拡大 

②保育士の確保…現職保育士の支援、潜在保育士の確保、新卒保育士の確保 

 

 

 

 

 

放課後児童健全育成事業 

 就労等により保護者が昼間家庭にいない小学生児童を対象に、放課後の適切な遊びと生

活の場を提供し、子育て中の親が安心して働ける環境を整備します。 

 

  実施主体 

  ○福島市こども政策課 TEL 024-525-3767  ○放課後児童クラブ 

実施主体 

〇福島市こども政策課 ℡024-572-3416 

実施主体 

〇福島市こども家庭課 子育て相談センター・えがお ℡024-525-7671 

          子ども家庭総合支援拠点   ℡024-525-3780 

実施主体 

〇福島市幼稚園・保育課 ℡024-525-3750 
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ファミリーサポート事業 

 育児の援助を受けたい方と援助を行いたい方の相互調整を行い、仕事と育児の両立を支

援します。 

 また、病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり、宿泊に伴う預かりや送

迎にも対応します。 

 

  実施主体 

  ○福島市こども政策課        TEL 024-525-3767 

  ○福島市ファミリーサポートセンター TEL 024-52６-0612 

○こども緊急サポートふくしま    TEL 024-597-6966 
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６ 地場産品等の地元消費と利用拡大、 

地域資源の発掘・活用と産業連携 

（１）地場産品等の地元消費及び利用拡大 

地域６次産業化推進事業 

 「６次産業化推進戦略」に基づき、農業者と加工・流通事業者等とのマッチング交流会

の開催、また６次化アドバイザーや６次化相談員を配置し、６次化の推進を支援します。 

 

  実施主体 

  ○JAふくしま未来 TEL 024-554-5500 

○農作物生産者  ○事業者 

○福島市農業振興課 TEL 024-529-7663 

 

 

食品加工産業創出事業 指標⑮ 

 本市産農産物を活用した食品加工産業の振興を目指し、産学官、農商工連携による製品

開発、販売促進、販路拡大等の実現に向けた研究を支援します。 

 また、本市産農産物を活用した食品加工による魅力的な新製品開発を支援します。 

 

  実施主体 

  ○福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 

○福島市農業振興課   TEL 024-529-7663 

 

 

（２）地域資源の発掘及び活用と産業連携 

スイーツ・プレミアム事業 

 本市産農産物等を活用したスイーツから魅力ある商品を「ふくしまスイーツ・プレミア

ム」としてブランド認証し、本市産農産物の付加価値向上と本市のイメージアップを図り

ます。 

 

  実施主体 

  ○福島市観光交流推進室 TEL 024-572-5718 
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JAPAN ブランド育成支援等事業 

 新商品・サービスの開発、販路拡大、ブランディング等に取り組む中小企業者や関係機

関を支援します。 

 また、EC やクラウドファンディングを活用した海外展開の取組みや、コロナ危機によ

る社会変化を捉えた事業・業種転換の取組みを重点的に支援します。 

 

  実施主体 

  ○経済産業省中小企業庁創業・新事業促進課 TEL 03-3501-1767 

 

 

ふるさと納税促進事業 指標⑯ 

 ふるさと納税寄附者に対し贈呈する本市特産品など返礼品の拡充を図り、本市の魅力を

積極的に発信します。 

 

  実施主体 

  ○福島市政策調整課 TEL 024-525-3708 

 

 

- 30 -



 

 

 

７ 観光の振興、 

定住人口の保持と交流人口の拡大 

（１）観光の振興 指標⑰ 

春の花見山おもてなし事業 

 交通誘導やシャトルバスの運行、出店環境の整備等を実施し、花見山来訪者の満足度向

上を図ります。 

 

  実施主体 

  ○花見山観光振興協議会（事務局：福島市観光交流推進室） TEL 024-525-3722 

 

 

フィルムロケ誘致支援事業 

 映画やテレビ等のロケを誘致し、ロケツーリズムを推進することで本市への誘客、交流

人口の拡大を図ります。 

 

  実施主体 

  ○福島市ロケツーリズム推進会議（事務局：福島市観光交流推進室）  

TEL 024-572-5718 

 

 

ふくしま観光圏整備事業 

 「ふくしま観光圏」を構成する本市、相馬市、二本松市、伊達市が広域的に連携し、ア

ウトドアや教育旅行を切り口とした受入体制整備やプロモーションを実施し、誘客促進を

図ります。 

 

  実施主体 

  ○福島市相馬市二本松市伊達市観光圏協議会（事務局：福島市観光交流推進室） 

 TEL 024-525-3722 
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東北六市連携事業 

 「東北絆まつり」の開催等、東北六都市共同で国内外でのまつりを活用した観光プロモ

ーション事業を実施し、本市の力強い復興を世界へ発信します。 

 

  実施主体 

  ○福島市観光交流推進室 TEL 024-572-5718 

 

 

古関裕而を活かしたまちづくり事業 

 連続テレビ小説「エール」のレガシーを活用しながら、本市出身の偉大な作曲家である

古関裕而氏の功績や音楽を活かしたまちづくりを官民一体で推進します。 

 

  実施主体 

  ○福島市文化振興課   TEL 024-525-3785 

○福島市観光交流推進室 TEL 024-572-5718 

 

 

（２）定住人口の保持及び交流人口の拡大 

UIJ ターン移住支援事業 指標⑱ 

 東京 23 区在住者等が本市へ転入し、福島県のマッチングサイト掲載の中小企業に就職

した場合等に補助金を交付し、本市の定住人口確保を図ります。 

 

  実施主体 

  ○福島市定住交流課 TEL 024-525-3739 

 

 

テレワークによる「ふくしまぐらし。」推進事業 

 テレワーク受入環境の充実、首都圏企業をターゲットとした地方創生テレワークの推進、

テレワーク体験機会の提供、サテライトオフィス設置の支援など、テレワークの活用によ

る関係人口創出と移住促進を図ります。 

 

実施主体 

  ○福島県地域振興課 TEL 024-521-8023 
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商店街等活性化イベント支援事業 

 中心市街地や各地域の商店街等の賑わい創出と、交流人口拡大など地域経済の活性化を

図るため、商店街等が実施する活性化に資するイベント開催を支援します。 

 

  実施主体 

  ○福島市商工業振興課 TEL 024-525-3720  ○商店街・団体等 

 

 

コンベンション誘致事業 

 商談会やセミナーへの出展等によりコンベンションの誘致に取組み、交流人口の拡大を

図ります。 

 

  実施主体 

  ○福島市コンベンション施設整備課 TEL 024-572-5719 

 

 

コンベンション支援事業 

 本市でのコンベンション開催経費支援によりコンベンションの誘致に取組み、交流人口

の拡大を図ります。 

 

  実施主体 

  ○福島市コンベンション施設整備課 TEL 024-572-5719 
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８ 企業立地の促進、 

医療福祉関連産業等の集積 

（１）企業立地の促進 

企業立地促進事業 指標⑲ 

 首都圏等の企業訪問、企業立地セミナーの開催、企業展示会への出展などにより、本市

独自の立地優遇制度など、立地優位性と本市の魅力を PRします。 

 

  実施主体 

  ○福島市企業立地課 TEL 024-525-3723 

 

 

「ゆとり満喫福島オフィス」開設支援事業 

 コロナ禍における首都圏等企業の本社機能の地方移転等の気運の高まりを捉え、本市の

魅力が満喫できる「ゆとり満喫福島オフィス」の開設を支援し、本市へのオフィス移転や

移住・定住を促進します。 

 

  実施主体 

  ○福島市企業立地課 TEL 024-525-3723 

 

 

先端 ICT 関連産業集積推進事業 

 ICT 企業が県内にオフィス開設する際に必要な経費を支援します。 

 また、県内企業と会津大学等との連携による ICT を活用した生産効率化システムの開発

や技術導入など先進的ビジネスモデルの創出を通じ、先端 ICT関連産業集積を推進します。 

 

実施主体 

  ○福島県企業立地課 TEL 024-521-8523 

 

 

新工業団地整備事業 

 高速交通網の結接拠点となる福島大笹生 IC周辺地区において、新たな工業団地を整備し、

順次分譲を進めながら企業誘致に取り組みます。 

 

  実施主体 

  ○福島市企業立地課 TEL 024-525-3723 
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（２）医療福祉関連産業等の集積 

医療福祉機器等産業創出支援事業 指標⑳ 

 医療福祉機器関連産業分野における機器の製品化や技術の高度化を図るため、市内中小

企業の製品開発等を支援します。 

 

  実施主体 

  ○福島市産業雇用政策課 TEL 024-515-7746 

 

 

ふくしまがつなぐ医療関連産業集積推進事業  

 ふくしま医療機器開発支援センターの安全性評価機能等を活用することで、次世代の医

療機器開発にも対応した案件の集積を図るとともに、ものづくり企業と開発案件との接点

をつくり、新たなしごとを創出します。 

 

実施主体 

  ○福島県医療関連産業集積推進室 TEL 024-521-7282 
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基準値 目標値 【参考】

（Ｒ２） （Ｒ７） （Ｒ７） （Ｒ６） （Ｒ５） （Ｒ４） Ｒ３目標値

①
「経営は概ね順調である」と答え
た企業の割合

- ８０％ -

②
産業支援コーディネーターによ
る企業訪問等

４３３件/年 ４８０件／年 ４８０件／年

③
新製品・新技術開発支援事業
採択件数

３件/年 ４件／年 ４件／年

④ 販路拡大支援事業助成件数 ２件/年 １０件／年 １０件／年

⑤
創業スクール等の受講者のうち
創業者数

８人/年 １５人／年 １５人／年

⑥ 中心市街地空き店舗数 １１０店舗 ８０店舗 １０４店舗

⑦
事業継続力強化計画等の策定
企業数

９企業 １０企業／年 -

⑧ 事業系ごみ排出量 １６，８６０ｔ(R1) １３，３００ｔ以下 -

⑨
ものづくり企業交流会参加企
業・団体数

１８企業・団体 ８０企業・団体 ８０企業・団体

⑩
産学共同研究等支援事業採択
件数

１件/年 ３件／年 ５件／年

⑪
全国学力・学習状況調査「将来の夢や
目標を持っている生徒の割合」 - ８０％ -

⑫
若手ものづくり後継者育成塾参
加者数

- １５人／年 -

⑬
健康事業所宣言エントリー事業
所数

３１３事業所
(R3.8月現在)

４００事業所 -

⑭ 待機児童数（国基準） ２２人 ０人 ０人

⑮
食品加工産業創出事業助成件
数

１件/年 ２件／年 -

⑯ ふるさと納税返礼品登録数 １，１４９商品 １，８００商品 -

⑰ 来訪者満足度 ６３．２％(R1) ９０．０％ -

⑱
UIJターン移住支援事業助成件
数

複数１世帯/年
単身１世帯/年

複数４世帯/年
単身４世帯/年

複数４世帯/年
単身４世帯/年

⑲
企業立地トップセールス参加企
業数

１３６企業(R1) ２００企業 -

⑳
医療福祉機器等産業創出支援
事業採択件数

４件/年 ４件／年 ２件／年

実績値
成果指標

成果指標に対する実績値報告
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