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Now is the time 
To locate your corporation
In the land where prospects of fortune bloom

今こそ福が咲く、
未来の島へ企業立地！

福島県商工労働部 企業立地課
〒960-8670 福島市杉妻町2-16
TEL:024-521-7916・8523（企業の立地相談）
TEL:024-521-7882（工場立地法・工業開発条例届出・企業立地促進法）
TEL:024-521-7280（立地企業振興）
FAX:024-521-7935
URL:http://www4.pref.fukushima.jp/investment/
E-mail:investment＠pref.fukushima.lg.jp

福島県東京事務所
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12階
TEL:03-5212-9051　FAX:03-5212-9195

福島県大阪事務所
〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3-1-900 大阪駅前第１ビル 9階
TEL:06-6343-1721　FAX:06-6343-1727

福島県北海道事務所
〒060-0001 札幌市中央区北１条西2丁目2番1号 北海道経済センター5階
TEL:011-241-8717　FAX:011-241-8719

福島県名古屋事務所
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル9階
TEL:052-251-0368　FAX:052-251-6094

福島県上海事務所（公益財団法人福島県産業振興センター上海事務所）
〒200336 中国上海市長寧区延安西路2201号 上海国際貿易中心1710室
TEL +86-21-6270-5001　FAX +86-21-6270-5003
URL  http://fukushima-cn.jp/　　E-mail:info@fukushima-cn.jp

Investment Promotion Division
Commerce, Industry & Labour Department
Fukushima Prefectural Government
2-16 Sugitsuma-cho, Fukushima City 960-8670
Phone:024-521-7916・8523
(Consultation on where to locate your company)
Phone:024-521-7882
(Notification of factory location laws, factory development regulations,
and corporate location promotion laws)
Phone:024-521-7280
（For the promotion of existing and locating businesses）
FAX:024-521-7935
URL http://www4.pref.fukushima.jp/investment/
E-MAIL investment@pref.fukushima.lg.jp

Fukushima Prefectual Government 
Tokyo office 
Todofuken Kaikan Hall. 12F 
6-3,2-chome, Hirakawa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093 
Phone:03-5212-9051 FAX:03-5212-9195 

Fukushima Prefectual Government 
Osaka office 
Osaka Ekimae Daiichi Bldg. 9F 
3-1-900, 1 -chome, Umeda, Kita-ku, Osaka 530-0001 
Phone:06-6343-1721 FAX:06-6343-1727 

Fukushima Prefectual Government 
Hokkaido office 
Hokkaido keizai Center Bldg. 5F 
2-1, 2chome, kita-ichijo Nishi, Chuo-ku, Sapporo 060-0001 
Phone:011-241-8717 FAX:011-241-8719 

Fukushima Prefectual Government 
Nagoya office 
Chunichi Bldg. 9F 
1-1, 4-chome, Sakae, Naka-ku, Nagoya 460-0008 
Phone:052-251-0368 FAX:052-251-6094 

Fukushima Prefectual Government 
Shanghai office 
(Shanghai office of the Fukushima Centre for Industrial Promoti
1710 Shanghai International Trade Center, No.2201, Yanan
Xilu, Shanghai City, People's Republic of China 200336
Phone:+86-21-6270-5001 FAX:+86-21-6270-5003
URL http://fukushima-cn.jp/ E-MAIL info@fukushima-cn.jp

For information please contact:

このパンフレットは、福島特定原子力施設地域振興交付金により作成しています。
This pamphlet has been prepared with a special grant for measures against the effects of the nuclear power plant accident.      

企業立地のご相談は

Fukushima Prefecture Corporate
Location Guide General Information

福島県
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　復興へと立ち上がる強い思いが、福島に変化をもたらし、新しい挑戦を生み

出してます。

　まさに、福島は日本の“元気の最先端”です。

　福島県は、設備投資先として様々な魅力があります。

　まず、地理的な立地環境の良さと、スピーディーな企業活動を支える陸路・

海路・空路の交通基盤の充実です。首都圏から２００キロ圏内に位置し、東京

から郡山市まで、新幹線で約７５分という近さです。

　さらに、高等学校の工業科生徒数は、東北・北関東随一の７千人弱（第１位）

であり、粘り強く優秀な人材が豊富です。

また、県内理工系大学から高度な技術力をもつ人材を多数輩出しています。

　県内各拠点都市に多くの工業団地を整備し、企業立地補助金や復興特区に

よる多彩な優遇制度など全国トップクラスの立地支援策を用意しています。

　現在、産学官連携のもと、再生可能エネルギーや医療機器・ロボットなど新

たな産業の育成・集積を図っております。

　ぜひ、力満ちる地、福島を貴社の新たなビジネスの拠点にお選びください。

A powerful desire for reconstruction is bringing about change in Fuku-
shima, creating new challenges.
Fukushima stands at the forefront of Japan's vitality.
Fukushima has many benefits as a location for capital investment.
First of all, it enjoys an excellent location and environment, and has a 
well-developed land, sea, and air transportation infrastructure that 
supports timely business activities. Located within 200 km of the Tokyo 
metropolitan area, Koriyama is a mere 75-minute trip on the shinkansen 
from Tokyo.
Furthermore, Fukushima has almost 7,000 students taking technical and 
industrial courses in high schools ̶ the most of any prefecture in 
Tohoku or northern Kanto region, providing a hard-working, quality 
workforce.
The science and technical universities within the prefecture also turn 
out many graduates with advanced technical skills.
Fukushima has a number of industrial parks situated throughout the 
prefecture, and support programs are available for businesses looking to 
locate here, including business location promotion subsidies and various 
tax benefits allowed for businesses in the special reconstruction district 
affected by the Great East Japan Earthquake ̶ these measures are 
amongst the best in the country.
At present, through collaboration between industry, academia, and 
government, we are working to promote and build up new industries 
such as renewable energy, medical devices, and robotics.
We hope that you will select the dynamic location that is Fukushima as a 
new base for your company's business!

Masao Uchibori, Governor of Fukushima Prefecture

ふくしまから“チャレンジ”はじめよう。 Challenge the Future From Fukushima!
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福島県の立地環境が貴社のビジネスを力強く支えます。
■ 福島県の地域経済の概観

Fukushima Prefecture’s Location and Environment Offers Your Business Powerful Support.

A total of 2,715 factories have been founded in Fukushima since 1989 and 
the prefecture also boasts The largest total manufactured goods shipments 
of all prefectures in Tohoku.
We believe this is the result of Fukushima being recognized for its excel-
lent location and environment by the corporate world.
Fukushima supports business and production as an ideal factory location 
through combining good traffic accessibility, safe and secure industrial 
bases, a comfortable living environment, and an ample supply of skilled 
and tenacious workers.

　福島県の年間工場立地件数は平成元年以降2,715件。
製造品出荷額等についても東北第1位。
　これは福島県の優れた立地環境が、企業の皆様に評価された
結果だと考えています。
　優れた交通アクセス、安全・安心な産業基盤、のびやかな生活
環境、そして粘り強く優秀な人材…。福島県の立地環境は貴社
の企業活動・生産活動を支えます。

Manufacturing has been Fukushima's major industry, accounting for much 
of the added value and employees numbers compared to other industries in 
the region. This proportion is also high compared to the rest of Japan.

　福島県の産業構造は、付加価値構成比、従業者構成比ともに
製造業が大きな構成比を占めており、全国の産業構成比と比較
しても割合が大きく、製造業が福島県の主力産業となっている。

Located in the southernmost part of Tohoku about 200km north of Tokyo, Fukushima has 
an area of 13,782km2, making it the third largest prefecture in Japan. Fukushima enjoys 
rich and comfortable environment blessed with numerous tourism resources, namely 
beautiful nature with 15 national, quasi-national and prefectural parks, as well as distinc-
tive history and culture, and hot spring resorts.A distinc-
tive history culture, natural resources, 
hot springs, golf courses, good water 
quality, refreshing breezes and a 
comfortable living environment.
Fukushima is divided into three 
districts̶namely, Aizu, Naka-
dori and Hamadori̶on the 
basis of their differ-
i ng  geog raph ic ,  
climatic and cultural 
cha rac ter i s t i c s .  
People can enjoy the 
al lure of the four 
seasons created by 
the rich nature of 
each district.

人と自然と産業が共生する“ふくしま”
Fukushima: Where People Live and Work in Harmony with Nature

　福島県は、東北地方の一番南、東京から約200㎞圏内に位置していま
す。面積は13,782k㎡と全国で３番目に広く、15の国立公園・国定公園・
県立自然公園をはじめとする美しい自然、特色ある歴史や文化資源、温
泉地やゴルフ場、美味しい水と爽やかな風、のびやかでゆとりある環境を
誇っています。
　地形的・気候的・文化的な違いから「会津」「中通り」「浜通り」の３地方
に分けられ、それぞれに豊かな自然が織りなす四季の彩りを楽しむことが
できます。

中通り
NAKADORI

会　津
AIZU

浜通り
HAMADORI

Fukushima Prefecture is located in the southernmost part of Japan’ s 
Tohoku region. Its climate is relatively warm, with particularly mild 
winters in the  Hamadori region, which borders the Pacific Ocean, 
where snow falls only a few days per year.
An outstanding snow removal system centered on the highways routes 
is also in place in the Nakadori and Aizu regions, which completely 
prevents any interference with transportation.

　福島県は東北の最南部に位置しており、気候は比較的温暖で、
特に太平洋側の浜通り地方は冬でも暖かく、降雪日は数えるほど
しかありません。
　中通り、会津地方においても幹線道路を中心に除雪体制が万全
であることから、除雪により交通に支障をきたすことはありません。

年間を通して、安定した操業ができる環境
An environment that enables all-year round stable operation

※気象庁（2001～2010年の平均値）

■ 福島県の気温と降水量 気温（℃） 降水量（㎜） 除雪の深さの月合計値（㎝）

福　島 白　河 小名浜会津若松

144.2

86.8

47.4

3 4.3

85.4

50.8
27.7

15.6
2.3 4.5

36.0

61.8

15.3 12.0 27.1
7.0 1.90.6 1.1 0.00.0 0.0 3.2
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福島県の主要データ
Fukushima Prefecture Data

[一目でわかる福島県の指標2014（福島県調整部統計分析課編）」から抜粋
※1「平成26年度人口動態統計の概況(厚生労働省)」
※2「平成22年国勢調査産業等基本統計（総務省）」
※3「平成24年度経済センサス活動調査（総務省）」
※4「平成26年工業統計調査（速報値）（経済産業省）」

※5「平成27年平均消費者物価地域差数の概要（総務省）」
※6「家計調査（総務省）・平成26年平均（二人以上の世帯）」
※7「平成25年度福島県民経済計算の概要」

面積
人口
世帯数
人口密度
合計特殊出生率※1

生産年齢人口割合
年少人口割合
就業者数※2

第1次産業就業者割合
第2次産業就業者割合
第3次産業就業者割合
事業所数※3

製造業の事業所数※4

製造業従業者数※4

製造品出荷額等※4

商業事業所数
商業事業所従業者数
年間商品販売額
消費者物価地域差指数※5

（福島市）（総合：東京都区部=101.6）

勤労者世帯1ヵ月の実収入（福島市）※6

勤労者世帯1ヵ月の実支出（福島市）※6

一人当たり県民所得※7

13,782k㎡
1,936,630人
76.7万世帯
140.4人/k㎡

1.58
59.8％
12.5％

934,331人
7.9%
30.1%
62.0%

89,518事業所
3,780事業所
152,022人
50,941億円
22,512事業所
145,399人

3,686,025百万円

103.4　
606,705円

416,349円

2,787千円

項　　目 数　　値

３，493社が認めた“ふくしま”の魅力 3,493 Companies Can’t All be Wrong:
See What Makes FUKUSHIMA Good for Business.

※１ ※１ 福島県工業開発条例に基づく工場設置届出新設件数の累計（昭和36年～平成27年）
　  Total number of notifications of new plant establishments submitted in accordance 

with Fukushima Prefecture’s Ordinance on Industrial Development （1961 to 2015 ）

50,941
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（億円）
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（経済産業省「平成26年工業統計調査」〈速報値〉）

東北地域における製造品出荷額等の比較
Comparison of manufactured goods shipments in the Tohoku region

（福島県工業開発条例に基づく工場設置届出件数・10年分）

工場立地件数の推移
Trends in factory site location

新設分 増設分
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工場立地件数の推移と製造品出荷額等の比較
Trends in Factory Site Location and Comparison of Manufactured Goods Shipments

■ 福島県の気候

■ Ｅ 製造業
■ Ｉ 卸売業・小売業
■ Ｐ 医療･福祉
■ Ｄ 建設業
■ Ｊ 金融業・保険業
■ その他
※内円：全国　　※外円：福島県

付加価値
構成比

（2011年）
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■ Ｅ 製造業
■ Ｉ 卸売業・小売業
■ Ｐ 医療･福祉
■ Ｄ 建設業
■ Ｍ 宿泊業・
　　  飲食サービス業
■ その他
※内円：全国　　※外円：福島県

※円グラフは構成比上位5産業を表示
（経済産業省「福島県の地域経済分析」）

従業者
構成比

（2011年）
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【福島県の付加価値構成比（2011年）】 【福島県の従業者構成比（2011年）】
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福島県の立地環境が貴社のビジネスを力強く支えます。
■ 福島県の地域経済の概観

Fukushima Prefecture’s Location and Environment Offers Your Business Powerful Support.

A total of 2,715 factories have been founded in Fukushima since 1989 and 
the prefecture also boasts The largest total manufactured goods shipments 
of all prefectures in Tohoku.
We believe this is the result of Fukushima being recognized for its excel-
lent location and environment by the corporate world.
Fukushima supports business and production as an ideal factory location 
through combining good traffic accessibility, safe and secure industrial 
bases, a comfortable living environment, and an ample supply of skilled 
and tenacious workers.

　福島県の年間工場立地件数は平成元年以降2,715件。
製造品出荷額等についても東北第1位。
　これは福島県の優れた立地環境が、企業の皆様に評価された
結果だと考えています。
　優れた交通アクセス、安全・安心な産業基盤、のびやかな生活
環境、そして粘り強く優秀な人材…。福島県の立地環境は貴社
の企業活動・生産活動を支えます。

Manufacturing has been Fukushima's major industry, accounting for much 
of the added value and employees numbers compared to other industries in 
the region. This proportion is also high compared to the rest of Japan.

　福島県の産業構造は、付加価値構成比、従業者構成比ともに
製造業が大きな構成比を占めており、全国の産業構成比と比較
しても割合が大きく、製造業が福島県の主力産業となっている。

Located in the southernmost part of Tohoku about 200km north of Tokyo, Fukushima has 
an area of 13,782km2, making it the third largest prefecture in Japan. Fukushima enjoys 
rich and comfortable environment blessed with numerous tourism resources, namely 
beautiful nature with 15 national, quasi-national and prefectural parks, as well as distinc-
tive history and culture, and hot spring resorts.A distinc-
tive history culture, natural resources, 
hot springs, golf courses, good water 
quality, refreshing breezes and a 
comfortable living environment.
Fukushima is divided into three 
districts̶namely, Aizu, Naka-
dori and Hamadori̶on the 
basis of their differ-
i ng  geog raph ic ,  
climatic and cultural 
cha rac ter i s t i c s .  
People can enjoy the 
al lure of the four 
seasons created by 
the rich nature of 
each district.

人と自然と産業が共生する“ふくしま”
Fukushima: Where People Live and Work in Harmony with Nature

　福島県は、東北地方の一番南、東京から約200㎞圏内に位置していま
す。面積は13,782k㎡と全国で３番目に広く、15の国立公園・国定公園・
県立自然公園をはじめとする美しい自然、特色ある歴史や文化資源、温
泉地やゴルフ場、美味しい水と爽やかな風、のびやかでゆとりある環境を
誇っています。
　地形的・気候的・文化的な違いから「会津」「中通り」「浜通り」の３地方
に分けられ、それぞれに豊かな自然が織りなす四季の彩りを楽しむことが
できます。

中通り
NAKADORI

会　津
AIZU

浜通り
HAMADORI

Fukushima Prefecture is located in the southernmost part of Japan’ s 
Tohoku region. Its climate is relatively warm, with particularly mild 
winters in the  Hamadori region, which borders the Pacific Ocean, 
where snow falls only a few days per year.
An outstanding snow removal system centered on the highways routes 
is also in place in the Nakadori and Aizu regions, which completely 
prevents any interference with transportation.

　福島県は東北の最南部に位置しており、気候は比較的温暖で、
特に太平洋側の浜通り地方は冬でも暖かく、降雪日は数えるほど
しかありません。
　中通り、会津地方においても幹線道路を中心に除雪体制が万全
であることから、除雪により交通に支障をきたすことはありません。

年間を通して、安定した操業ができる環境
An environment that enables all-year round stable operation

※気象庁（2001～2010年の平均値）

■ 福島県の気温と降水量 気温（℃） 降水量（㎜） 除雪の深さの月合計値（㎝）

福　島 白　河 小名浜会津若松
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3 4.3

85.4
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61.8

15.3 12.0 27.1
7.0 1.90.6 1.1 0.00.0 0.0 3.2
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福島県の主要データ
Fukushima Prefecture Data

[一目でわかる福島県の指標2014（福島県調整部統計分析課編）」から抜粋
※1「平成26年度人口動態統計の概況(厚生労働省)」
※2「平成22年国勢調査産業等基本統計（総務省）」
※3「平成24年度経済センサス活動調査（総務省）」
※4「平成26年工業統計調査（速報値）（経済産業省）」

※5「平成27年平均消費者物価地域差数の概要（総務省）」
※6「家計調査（総務省）・平成26年平均（二人以上の世帯）」
※7「平成25年度福島県民経済計算の概要」

面積
人口
世帯数
人口密度
合計特殊出生率※1

生産年齢人口割合
年少人口割合
就業者数※2

第1次産業就業者割合
第2次産業就業者割合
第3次産業就業者割合
事業所数※3

製造業の事業所数※4

製造業従業者数※4

製造品出荷額等※4

商業事業所数
商業事業所従業者数
年間商品販売額
消費者物価地域差指数※5

（福島市）（総合：東京都区部=101.6）

勤労者世帯1ヵ月の実収入（福島市）※6

勤労者世帯1ヵ月の実支出（福島市）※6

一人当たり県民所得※7

13,782k㎡
1,936,630人
76.7万世帯
140.4人/k㎡

1.58
59.8％
12.5％

934,331人
7.9%
30.1%
62.0%

89,518事業所
3,780事業所
152,022人
50,941億円
22,512事業所
145,399人

3,686,025百万円

103.4　
606,705円

416,349円

2,787千円

項　　目 数　　値

３，493社が認めた“ふくしま”の魅力 3,493 Companies Can’t All be Wrong:
See What Makes FUKUSHIMA Good for Business.

※１ ※１ 福島県工業開発条例に基づく工場設置届出新設件数の累計（昭和36年～平成27年）
　  Total number of notifications of new plant establishments submitted in accordance 

with Fukushima Prefecture’s Ordinance on Industrial Development （1961 to 2015 ）

50,941

60,000
（億円）

50,000

40,000
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10,000

0

25,944

12,093

39,452

22,655

15,940

福島県 山形県 秋田県 宮城県 岩手県 青森県

（経済産業省「平成26年工業統計調査」〈速報値〉）

東北地域における製造品出荷額等の比較
Comparison of manufactured goods shipments in the Tohoku region

（福島県工業開発条例に基づく工場設置届出件数・10年分）

工場立地件数の推移
Trends in factory site location
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Trends in Factory Site Location and Comparison of Manufactured Goods Shipments
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石川母畑

平田西

蓬田PA

田村中央SIC(仮称)

(仮称)

韓国（釜山）

国際フィーダー航路

中国（上海・寧波）

湯川北

塩川IC

湯川南

会津若松北

郡山中央

H29年 開通予定

（仮称）

南相馬鹿島SIC

喜多方IC

阿武隈東～阿武隈
H29開通予定

相馬福島道路

霊山道路
H29開通予定

阿武隈東道路
H28開通予定

相馬西道路
H30開通予定

ならはSIC

双葉IC

大熊IC

(仮称) いわき小名浜IC

国際フィーダー航路

H31供用開始

H30供用開始

H29供用予定

H30供用予定

H30供用開始予定

H33供用開始予定

霊山IC

福島保原線IC

国道4号IC
相馬西IC

阿武隈東IC

阿武隈IC

200km

300km

200km

（1時間20分）

（2時間30分）

（1時間15分）

（3時間）

※運休中

※運航停止中

From Fukushima Airport it is about 75 min. flight to 
Osaka,

The ports of Onahama and Soma are well maintained as 
key ports. Onahama offers connections to China and 
South Korea as well as domestic feeder lines for transship-
ment worldwide.

The journey from Koriyama to Tokyo takes about 75 min. 
on the Tohoku Shinkansen. about 100 trains run daily 
between Fukushima/Koriyama and Tokyo.

The highways crisscrossing Fukushima offer fast access to 
the entire prefecture. Also, the Joban and Hokuriku 
Expressways offer a short cut by road to the Kansai 
region.

福島空港から大阪まで約75分。小名浜港、相馬港は重要港湾として整備が進んでいます。小名
浜港には韓国・中国航路や国際フィーダー航路が、相馬港には
国際フィーダー航路があり、世界各国との物流が可能です。

東北新幹線で郡山から東京まで約75分。福島・郡山－東京
間で毎日上下約100本が運行されています。

縦横に走る高速道路により県内どこにでもすばやくアクセス
できます。磐越道から北陸道を経由すれば関西地方へ最短
ルートで移動できます。

※相馬～浜吉田間
　H28.12月
　運転再開予定

※竜田～
　原ノ町間
　運休中

Located 200km from the Tokyo metropolitan area, Fukushima is 
fully integrated into Japan’s high-speed transportation and 
distribution system.

首都圏の２００㎞圏内に位置し、充実した高速交通物流ネットワーク

In addition to occupying an excellent geographic location in the center of Eastern Japan, con-
veniently close to Tokyo, Fukushima Prefecture boasts a well-maintained land, sea and air 
transport infrastructure that supports speedy business activities.

福島県は、首都圏への近さや東日本の中心に位置するという地理的優位性に加え、陸路・
海路・空路いずれの交通基盤も充実しており、スピーディーな企業活動を支えます。

01
Advantage

優れた交通アクセス
Superior Transport Access

福島北JCT
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【福島県の主な理工系大学とテクノアカデミー】
● 共生システム理工学類

国立大学法人 福島大学

Fukushima Prefecture focuses on the development of human resources who are ready to work
in manufacturing sites and capable of assuming vital roles in businesses in the future.

The facility is located in three places within the prefecture. Each facility 
consists of a human resources development junior college and training schools. 
These provide two-year education and training for graduates aimed at increas-
ing their immediate effectiveness in a company, as well as short-term training 
for workers already in employment.

●県内3カ所にある職業能力開発短期大学校と職業能力開発校を
併せ持つ施設です。企業の即戦力となる学卒者向けの2年間の教
育訓練や在職者向けの短期の教育訓練などを実施しています。

福島県では、製造業現場で即戦力となり、企業の将来を担える人材の育成に力を入れています。

The prefecture has established the " Furusato （hometown）
Fukushima Employment Information Center" in Tokyo, which 
matches businesses in Fukushima seeking workers with 
job-seekers from outside Fukushima. This provides information 
about events and seminars, helping companies recruit talent.

　福島県では、「ふるさと福島就職情報センター」（東
京都）を設置し、求人する企業の方と県内に就職を希望
する方とのマッチングを行っており、イベントやセミナー
の情報提供により、企業の人材確保をサポートします。

（平成27年度  学校基本調査）

県内就職者
4,251人
81.4％

就職者総数
5,224人

平成27年3月卒業者総数 17,847人
就職者総数
5,224人
29.3％

県内高等学校就職状況

Fukushima Prefecture is home to science and engineering educational institu-
tions such as the University of Aizu, College of Engineering at Nihon University, 
and Fukushima Technical High School and is blessed with an abundance of 
human resources possessing a high degree of technical ability. Fukushima also 
has almost 7,000 students taking industrial science courses, the most of any 
prefecture in Tohoku or northern Kanto region.
Fukushima has been highly praised by corporations expanding their operations 
here, as possessing "serious and hard-working human resources".

　福島県には、「会津大学」や「日本大学工学部」などの理工
系大学や「福島工業高等専門学校」があり、高度な技術力を
有する優秀な人材が豊富です。また、高校においても工業科
学生数が東北・北関東随一で、7,000人弱となっております。
　さらに、「まじめで粘り強い人材」と進出された企業の方々
から高い評価を受けています。

ふるさと福島就職情報センター（東京都）

福島県の産業人材育成施策の一例

粘り強く優秀な人材が豊富
A Dedicated Workforce Rich in Talented Human Resources

企業が必要とする人材の育成
Development of human resources required by business enterprises

「ふくしまの人材育成」サイトをご覧ください。
http://www4.pref.fukushima.jp/technavi/県立テクノアカデミー

Fukushima cultivates both the talent corporations seek and educational institutions fully 
equipped to support research and development.

企業が必要とする人材の育成と充実した研究開発・産業支援機関

※平成21年3月に福島県産業人材育成・確保指針を策定、企業のニーズに応じた
積極的な人材育成・確保に関する施策を展開しています。

テクナビふくしま

大学・短期大学等設置状況
人間発達文化学類・行政政策学類
経済経営学類・共生システム理工学類
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工学部
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Advantage

優秀で粘り強い人材
A Talented, Hard-Working Workforce

Fukushima High School, Iwaki High School, and Aizu Gakuho High School have 
been designated "Super Science High School" (SSH) by the Ministry of Educa-
tion, Culture, Sports, Science and Technology, given that they provide a 
cutting-edge education in science. Additionally, Koriyama-kita Technical High 
School has been carrying out research and development of robots for disaster 
prevention, and has gained worldwide attention for its cutting-edge technology. 
This resulted in the first instance of high school students winning the top prize 
at the International Contest of Applications in Nano/Micro Technologies, at 
which students from around the world compete in developmental technology.
Fukushima has had to deal with the aftermath of the accident at the nuclear 
power plant, and Fukushima Technical High School is cooperating with both the 
Japan Atomic Energy Agency （JAEA） and other high schools nationwide in 
education and training of human resources to work in decommissioning reactors. 
Fukushima is looking towards the future in providing 
new education and training. An example of this is the 
April 2015 opening of Futaba Future High School 
with the aim of rebuilding education in the Hamadori 
district of Fukushima, and the creation of an indus-
trial innovation course for the study of renewable 
energy and robotics at Odaka Technical High School.

　福島県では、「福島高校」、「磐城高校」、「会津学鳳高校」が文部
科学省のスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）の指定を受け、
先進的な理数教育を実施しています。また、「郡山北工業高校」が
防災ロボットの開発・研究に取り組み、世界の学生が機械の開発技
術を競う「国際ナノ・マイクロアプリケーションコンテスト」で高校生
初の世界一に輝くなど、優れた技術が世界から注目されています。
　原子力発電所の廃炉と向き合う本県では、「福島工業高等専門
学校」が日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）や全国の高専等と連
携し、廃炉関連の教育と技術者養成に取り組んで行きます。その
他、浜通りの教育再生に向け「ふたば未来学園高校」が平成27年
4月に開校し、「小高工業高校」に再エネやロボット工学を学ぶ産
業革新科を新設するなど、福島から未来に向けた新たな教育、人
材育成に取り組んで行きます。

「ふくしま」から未来へ向けた人材育成
Development of human resources from Fukushima, for the future

県内への就職をバックアップ
Supporting employment within the prefecture
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LICTiA
－会津大学先端ICTラボ－

CLOSE UP!

Laboratory for leading-edge ICT in Aizu

　研究者や学生の他、企業やベンチャー企業などの多種多様な
人々が自由に交流できるオープンソーシャルな環境を提供します。
　また、ギャラリーではデジタルサイネージにより先端ICT研究事
業における各事業の取組やICTラボの説明など、外来者へプロモー
ションする展示サービスを提供します。

イノベーション創出スペース

　次世代ICT人材育成のための教育講座やコンテンツ開発、研
修等のためのスペースを提供します。
○定員30名（1室）：音響設備、プロジェクタ完備
○定員20名（2室）：電子黒板完備
※一体利用により最大定員70名として利用可能
※インターネット回線利用可能

カンファレンススペース

　先端ICT研究事業や他研究機関、企業等に対しセキュリティ
分野に特化した事業や研究等を実施するため、専門のセキュリ
ティ設備（電波シールド）を備えた環境を提供します。
　また、大型シールドドアからの乗用車の入室が可能です。
○面積：約63㎡
○大型シールドドア：幅2.6m×高さ2.3m

サイバーセキュリティウォールーム

　産学連携での研究事業に対し、円滑なプロジェクト推進のた
めに、適切なセキュリティを備え独立したワーキング環境を提
供します
○部屋数：8室（2階：4室　3階：4室）　○面積：約20㎡
※利用状況により最大2室の一体利用が可能
※インターネット回線利用可能

プロジェクトルーム

　スマートフォンやスマートメーター等のICTデバイスに関する研
究事業等を実施するための環境を提供します。
　データセンターに隣接しており、専用区画への直接出入りが可
能な高セキュリティ環境です。
○部屋数：1室　○面積：約32㎡　※インターネット回線利用可能

先端テスト環境スペース

　公的な機関が提供する安心・安全性が確保されたクラウド
サービスとして、先端ICT研究プロジェクトや地元ITベン
チャー企業等が利用可能なIaaSサービスを提供します。
　また、クラウド運営を通じた次世代ICT人材の育成や、各研
究事業から得られたデータを利活用した産業振興にも寄与する
ことを目指します。

データセンター（会津産学連携クラウド）

　研究事業等で利用するICT機器を設置するため、ラック貸し
サービスを提供します。
　各ラックは冗長化された電源が整備されているほか、ラック
内の温度、湿度、電源供給及び扉の開閉等の状況が管理されて
います。

データセンター（ラック貸しサービス）

UPS装置
自家発電装置
入退室管理
可視化
認定等

防災・防火
耐震構造（一部免震構造）
窒素ガス消火設備
富士電機　UPS-6000D
72時間連続運転可能設備
ICカード認証、生体認証（顔認証）、監視カメラ
環境監視設備　StruxureWare Data Centers
ISMS認証（ISO/IEC27001） ※平成27年内取得予定

デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
の
概
要

～  I C Tの拠点化による復興を目指して  ～

先端ICT研究の実行
イノベーションを生み出す場の提供

ICT人材の創出

● 職業能力開発短期大学校（専門課程）
　 観光プロデュース学科
● 職業能力開発校（普通課程）
　 電気配管設備科・自動車整備科

県立テクノアカデミー会津

● 職業能力開発短期大学校（専門課程）
　 精密機械工学科、組込技術工学科
● 職業能力開発校（普通課程）、建築科

県立テクノアカデミー郡山

● 職業能力開発短期大学校（専門課程）
　 計測制御工学科
● 職業能力開発校（普通課程）
　 機械技術科・自動車整備科・建築科

県立テクノアカデミー浜

● 機械工学科、電気工学科、物質工学科
　 建築環境科、コミュニケーション情報学科

（独）国立高等専門学校機構
福島工業高等専門学校

● コンピュータ理工学部

公立大学法人 会津大学

● 工学部

日本大学

・企業訪問
・人材情報の提供

求職情報収集

企業（求人）を
リクエスト

・求人登録
・求人情報の収集

（学生は除く）

・Ｆターン（求職）登録
・相談

求人情報等の
提供

人材確保推進員

ふるさと福島就職情報センター

キャリア・
コンサルタント

人材を
リクエスト

福島県内の求人企業

首都圏Ｆターン希望者
首都圏・県内大学等（学生含む）

面接
そして
就職

連携・相互
情報共有 職業紹介東 京 福島県内

・大
学
等
訪
問

・福
島
県
内
企
業
の

 

求
人
情
報
の
提
供【所在地】 ふるさと福島就職情報センター

東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館５階
ＴＥＬ：０３－３２１４－９００９
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会津若松市

【福島県の主な理工系大学とテクノアカデミー】
● 共生システム理工学類

国立大学法人 福島大学

Fukushima Prefecture focuses on the development of human resources who are ready to work
in manufacturing sites and capable of assuming vital roles in businesses in the future.

The facility is located in three places within the prefecture. Each facility 
consists of a human resources development junior college and training schools. 
These provide two-year education and training for graduates aimed at increas-
ing their immediate effectiveness in a company, as well as short-term training 
for workers already in employment.

●県内3カ所にある職業能力開発短期大学校と職業能力開発校を
併せ持つ施設です。企業の即戦力となる学卒者向けの2年間の教
育訓練や在職者向けの短期の教育訓練などを実施しています。

福島県では、製造業現場で即戦力となり、企業の将来を担える人材の育成に力を入れています。

The prefecture has established the " Furusato （hometown）
Fukushima Employment Information Center" in Tokyo, which 
matches businesses in Fukushima seeking workers with 
job-seekers from outside Fukushima. This provides information 
about events and seminars, helping companies recruit talent.

　福島県では、「ふるさと福島就職情報センター」（東
京都）を設置し、求人する企業の方と県内に就職を希望
する方とのマッチングを行っており、イベントやセミナー
の情報提供により、企業の人材確保をサポートします。

（平成27年度  学校基本調査）

県内就職者
4,251人
81.4％

就職者総数
5,224人

平成27年3月卒業者総数 17,847人
就職者総数
5,224人
29.3％

県内高等学校就職状況

Fukushima Prefecture is home to science and engineering educational institu-
tions such as the University of Aizu, College of Engineering at Nihon University, 
and Fukushima Technical High School and is blessed with an abundance of 
human resources possessing a high degree of technical ability. Fukushima also 
has almost 7,000 students taking industrial science courses, the most of any 
prefecture in Tohoku or northern Kanto region.
Fukushima has been highly praised by corporations expanding their operations 
here, as possessing "serious and hard-working human resources".

　福島県には、「会津大学」や「日本大学工学部」などの理工
系大学や「福島工業高等専門学校」があり、高度な技術力を
有する優秀な人材が豊富です。また、高校においても工業科
学生数が東北・北関東随一で、7,000人弱となっております。
　さらに、「まじめで粘り強い人材」と進出された企業の方々
から高い評価を受けています。

ふるさと福島就職情報センター（東京都）

福島県の産業人材育成施策の一例

粘り強く優秀な人材が豊富
A Dedicated Workforce Rich in Talented Human Resources

企業が必要とする人材の育成
Development of human resources required by business enterprises

「ふくしまの人材育成」サイトをご覧ください。
http://www4.pref.fukushima.jp/technavi/県立テクノアカデミー

Fukushima cultivates both the talent corporations seek and educational institutions fully 
equipped to support research and development.

企業が必要とする人材の育成と充実した研究開発・産業支援機関

※平成21年3月に福島県産業人材育成・確保指針を策定、企業のニーズに応じた
積極的な人材育成・確保に関する施策を展開しています。

テクナビふくしま
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人間発達文化学類・行政政策学類
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優秀で粘り強い人材
A Talented, Hard-Working Workforce

Fukushima High School, Iwaki High School, and Aizu Gakuho High School have 
been designated "Super Science High School" (SSH) by the Ministry of Educa-
tion, Culture, Sports, Science and Technology, given that they provide a 
cutting-edge education in science. Additionally, Koriyama-kita Technical High 
School has been carrying out research and development of robots for disaster 
prevention, and has gained worldwide attention for its cutting-edge technology. 
This resulted in the first instance of high school students winning the top prize 
at the International Contest of Applications in Nano/Micro Technologies, at 
which students from around the world compete in developmental technology.
Fukushima has had to deal with the aftermath of the accident at the nuclear 
power plant, and Fukushima Technical High School is cooperating with both the 
Japan Atomic Energy Agency （JAEA） and other high schools nationwide in 
education and training of human resources to work in decommissioning reactors. 
Fukushima is looking towards the future in providing 
new education and training. An example of this is the 
April 2015 opening of Futaba Future High School 
with the aim of rebuilding education in the Hamadori 
district of Fukushima, and the creation of an indus-
trial innovation course for the study of renewable 
energy and robotics at Odaka Technical High School.

　福島県では、「福島高校」、「磐城高校」、「会津学鳳高校」が文部
科学省のスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）の指定を受け、
先進的な理数教育を実施しています。また、「郡山北工業高校」が
防災ロボットの開発・研究に取り組み、世界の学生が機械の開発技
術を競う「国際ナノ・マイクロアプリケーションコンテスト」で高校生
初の世界一に輝くなど、優れた技術が世界から注目されています。
　原子力発電所の廃炉と向き合う本県では、「福島工業高等専門
学校」が日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）や全国の高専等と連
携し、廃炉関連の教育と技術者養成に取り組んで行きます。その
他、浜通りの教育再生に向け「ふたば未来学園高校」が平成27年
4月に開校し、「小高工業高校」に再エネやロボット工学を学ぶ産
業革新科を新設するなど、福島から未来に向けた新たな教育、人
材育成に取り組んで行きます。

「ふくしま」から未来へ向けた人材育成
Development of human resources from Fukushima, for the future

県内への就職をバックアップ
Supporting employment within the prefecture
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Laboratory for leading-edge ICT in Aizu

　研究者や学生の他、企業やベンチャー企業などの多種多様な
人々が自由に交流できるオープンソーシャルな環境を提供します。
　また、ギャラリーではデジタルサイネージにより先端ICT研究事
業における各事業の取組やICTラボの説明など、外来者へプロモー
ションする展示サービスを提供します。

イノベーション創出スペース

　次世代ICT人材育成のための教育講座やコンテンツ開発、研
修等のためのスペースを提供します。
○定員30名（1室）：音響設備、プロジェクタ完備
○定員20名（2室）：電子黒板完備
※一体利用により最大定員70名として利用可能
※インターネット回線利用可能

カンファレンススペース

　先端ICT研究事業や他研究機関、企業等に対しセキュリティ
分野に特化した事業や研究等を実施するため、専門のセキュリ
ティ設備（電波シールド）を備えた環境を提供します。
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○大型シールドドア：幅2.6m×高さ2.3m
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デ
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要

～  I C Tの拠点化による復興を目指して  ～

先端ICT研究の実行
イノベーションを生み出す場の提供

ICT人材の創出
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公立大学法人 会津大学
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日本大学
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求職情報収集

企業（求人）を
リクエスト

・求人登録
・求人情報の収集

（学生は除く）

・Ｆターン（求職）登録
・相談

求人情報等の
提供

人材確保推進員

ふるさと福島就職情報センター

キャリア・
コンサルタント

人材を
リクエスト

福島県内の求人企業

首都圏Ｆターン希望者
首都圏・県内大学等（学生含む）
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訪
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求
人
情
報
の
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供【所在地】 ふるさと福島就職情報センター

東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館５階
ＴＥＬ：０３－３２１４－９００９
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運航停止中

釜山
新港 重要港湾・小名浜港

重要港湾・相馬港

仙台圏に近接。沖待ち
がなく広い野積み場を
有し円滑な物流が可
能。背後には相馬中核
工業団地が広がる。

韓国・釜山港、京浜港
でのトランシップによ
り世界各地と輸出入が
可能。

韓国・中国航路（南星海運）

韓国・中国航路（興亜海運・高麗海運）

国際定期路線

国内定期路線

  【韓国・中国航路（南星海運）】週１便（月）

週１便（火）
東京・横浜（月）⇨小名浜（火）⇨東京・横浜（水）

外貿コンテナ航路

国際フィーダー航路

  【韓国・中国航路（興亜海運・高麗海運）】週１便（水）

小名浜港

釜山（火-水）➡釜山新港（水）➡清水（金）➡常陸那珂（土）➡仙台（日）
➡小名浜（月）➡細島（水）➡釜山（木-土）➡蔚山（土）➡光陽（日）➡
寧波（火-水）➡上海（水-木）➡釜山（土-日）

釜山（木-金）➡釜山新港（金-土）➡清水（日-月）➡仙台（火）➡小名浜（水）
➡釜山（金-土）➡蔚山（土）➡寧波（月-火）➡上海（火-水）

国際フィーダー航路 （不定期）

相馬港

苫小牧／八戸／釜石／仙台塩釜／小名浜／
東京・横浜  に寄港するコンテナ船において対応

運休中

03
Advantage

（ex.） 福岡空港8時30分発→大阪→福島空港12時05分着
 乗り継ぎ可能な主な空港は以下のとおりです。

大阪（伊丹）空港経由　九州＝福岡、大分、長崎、熊本、宮﨑、鹿児島
四国＝高知、松山　沖縄＝那覇

大阪空港からの乗り継ぎで、九州･四国等各地へ移動が可能。

福　島　空　港

陸路・海路・空路いずれの交通基盤も充実
A Well-Developed Land, Sea, and Air Transport Infrastructure

In addition to being within easy reach of the Tokyo metropolitan area, 
Fukushima Prefecture offers efficient domestic and international/global 
distribution from Fukushima Airport, Onahama Port, and Soma Port 
(the prefecture’ s main seaports); This convenient access facilitates the 
control of distribution costs.

　首都圏とのアクセスの良さはもちろん、福島空港や重要港
湾・小名浜港、相馬港から国内外とのグローバルで効率的な
物流が可能であり、このアクセス利便性により物流コスト等
の管理費用を抑えることができます。

広大な工業用地が格安の値段で
Extensive Land for Industrial Use Available at Bargain Prices

One appealing aspect of Fukushima Prefecture is the ease with which 
companies can secure convenient land for industrial use at low cost. 
The availability of land for industrial use close to urban areas with 
superior transport access, at prices below the half of the national aver-
age, facilitates the effective utilization of corporate capital.

　利便性を備えた工業用地を低コストで確保できるのが福島
県の魅力です。都市部に近く、交通アクセスに優れた工業用地
が、全国平均の半分以下の価格で手に入ることから、企業資本
を効果的に活用することができます。

質の高い労働力を確保することが可能
It is Possible to Secure a High-Quality Workforce

Outstanding human resources with a high level of technical ability can 
be secured at a lower cost compared with the rest of the country and 
particularly with the Kanto area.

　高い技術を持った優秀な人材を、全国や関東圏と比較して
低コストで確保することができます。

国内定期路線
■札幌（新千歳）⇨１往復／日（機材：ボーインク737）

効率的な経営
Efficient Management

福島発→札幌着 札幌発→福島着10：00 → 11：20 16：10 → 17：35

■大阪（伊丹）⇨４往復／日（機材：ボーイング738、73M、CRJ）

伊丹発→福島着 福島発→伊丹発

08：20 → 09：25

11：00 → 12：05

15：35 → 16：40

18：25 → 19：30

08：35 → 09：50

12：35 → 13：50

17：10 → 18：25

18：10 → 19：25

国外定期路線

■ソウル⇨３便／週（月・木・土運航機材：エアバス321・320）※運休中
■上　海⇨２便／週（日・木　  運航機材：エアバス319）※運航停止中

40.00

13,000
円/㎡

福島 53.84

17,500
円/㎡

宮城100

32,500
円/㎡

全国（単純）平均 56.30

18,300
円/㎡

茨城 68.00

22,100
円/㎡

群馬 148.92

48,400
円/㎡

静岡 172.92

56,200
円/㎡

愛知 152.00

49,400
円/㎡

兵庫

（国土交通省｢平成26年都道府県地価調査｣）

工業地の平均価格　　　全国（単純）平均（32,500円／㎡）を100とした場合の比較

製造業労働者給与比較 年間賞与額月間給与額

（厚生労働省｢平成26年賃金構造基本統計調査｣）
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CHECK! ～  福島再生加速化交付金による工業団地整備  ～

　原子力災害により避難指示が出された地域では、福島再
生加速化交付金（国交付金）を活用し、工業団地を整備し
ています。この交付金事業により整備された工業団地で
は、用地を低廉な価格で「賃貸」することとしており、土地
取得経費や土地保有にかかる税負担などコストを抑え、立
地することが可能です。
（工業団地詳細情報については、27～40ページに記載）

楢葉町産業
再生団地

広野工業団地

川俣西部工業団地

田村市産業団地

田ノ入工業団地

南相馬市
復興工業団地

南相馬市
川俣町

田村市 楢葉町

広野町

川内村

※発着時刻は時期により変更になる場合があります。
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As the gateway connecting the Kanto and Tohoku regions, 
Fukushima offers convenience along with low business costs.

関東と東北の接点ならではの利便性と低いビジネスコスト
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As the gateway connecting the Kanto and Tohoku regions, 
Fukushima offers convenience along with low business costs.

関東と東北の接点ならではの利便性と低いビジネスコスト



04
Advantage

Fukushima Prefecture has prepared a complete backup system 
covering everything from business set up consultation through to 
operations. Through close collaboration with related organizations, 
we provide a one-stop service to help relocating companies cope 
with each procedure when they establish their business in Fuku-
shima, and we also attempt to attract businesses by offering post-
business establishment follow-up support We conduct information 
exchanges with corporations on a regular basis in partnership with 
Development Bureaus in seven regions, and provide multifaceted 
support including with business transaction expansions, and with 
the securing and cultivation of human resources.

　福島県は、立地相談から操業後まで万全のバックアップ体制
で臨みます。立地の際の各種手続きにおいては、関係機関との
緊密な連携によりワンストップサービスで支援します。　また、
立地後のフォローアップも誘致と同様に力を入れており、7地域
の県地方振興局とともに企業の皆様と常に情報交換を行い、取
引拡大や人材確保・育成などの多方面から支援いたします。

立地後も強力にフォローアップ
Strong Post-Relocation Follow-up

企業誘致・立地企業
振興対策本部（本部長･知事）

福島県の企業誘致・立地企業サポート体制

福島県企業誘致推進協議会
（県･市町村） 15の県内高等教育機関

市　町　村 県ハイテクプラザ

･企業訪問推進チーム
  （地域担当制）
･立地企業訪問チーム
  （各地方振興局）
･県外地方本部
･関係部局

連携 連携

連携

連携

Fukushima effectively supports the establishment of businesses with some of the best incen-
tive systems available nationwide. These include subsidies to partially cover the initial invest-
ment required for the establishment of businesses; tax benefits allowed under the Act on Spe-
cial Measures for the Reconstruction and Revitalization of Fukushima and the Act on Special 
Zones for Reconstruction in Response to the Great East Japan Earthquake; other independent 
support programs from various municipalities; and inexpensive loans for plant site from the 
Fukushima revitalization acceleration subsidy program.（See pages 42 to 46 for details）

　福島県では、企業立地にかかる初期投資額の一部を補助する企業立地補助金、福島復
興再生特別措置法、東日本大震災復興特区法による税制優遇制度、その他市町村独自の
支援制度に加え、福島再生加速化交付金事業による工場用地の低廉貸与など、全国トッ
プクラスの優遇制度で立地を強力にサポートします。（→42～46ページに詳細記載。）

全国トップクラスの企業立地優遇制度
Japan's Top-level Corporation Location Preferential System

産学官連携による取引支援体制
Business Support System through Collaboration among Industry, Academia, and Government

福島県輸送用機械関連産業協議会
Fukushima Prefecture Transport Equipment Related Industry Cooperative Association

首都圏や中京圏での技術展
示商談会への出展をはじ
め、セミナーの開催や会員
企業の事業内容・製品を紹
介するガイドブックを作成
し、「とうほく自動車産業集
積連携会議」とも連携しな
がら産業集積を目指します。

In collaboration with the Tohoku Automotive Industry Concentration Cooperative Association, 
Transport Equipment-Related Industry Association is working to build up an industrial cluster 
through a variety of activites such as exhibiting displays at technical expositions and conventions in 
the Tokyo and Nagoya areas, holding seminars, and creating guidebooks that introduce the 
operational contents and products of member companies.

自動車関連技術展示商談会自動車関連技術展示商談会

福島県半導体関連産業協議会
Fukushima Semiconductor Industry Association

福島県半導体関連産業協議会は、県内
外の企業との交流による新たな取引の
促進、産学官連携による新製品・新技術
の開発、人材育成、ものづくりに関する
普及啓発に取り組んでいます。
また、東北地域の産学官が一体となって
推進している東北地域クラスター形成
戦略「TOHOKUものづくりコリドー」プ
ロジェクトと連携して活動しています。
The Fukushima Semiconductor Industry Association is promoting new business through forging close 
ties between businesses inside and outside Fukushima; developing new products and technologies 
through collaboration among industry, academia, and government; developing human resources; and is 
engaged in initiatives to increase public awareness of manufacturing.
Furthermore, industry, academia, and government in Tohoku is coordinating on activities to implement 
the Tohoku regional cluster creation strategy - "Tohoku Monozukuri (manufacturing) Corridor" project.

「セミコン・ジャパン」への出展「セミコン・ジャパン」への出展

福島県再生可能エネルギー関連産業推進研究会
Fukushima Renewable Energy Industry Promotion Society

再生可能エネルギー関連産業の集積育
成に関する事業の情報の共有や事業の
方向性の検討、進捗状況の把握を目的と
して、国や県及び県内外の企業、大学等
５６０団体（Ｈ２７．７月現在）を会員とし、太
陽光、風力、バイオマス、エネルギーネッ
トワーク（スマートコミュニティ）の各分科
会において、共同研究の検討や専門的な
セミナーや情報発信等を行っています。
The society aims to share business information regarding integrated training in renewable energy 
related industries, focus on the direction of projects, and gain a full understanding of progress made. As 
of July 2015, the society has 560 organizations as members, including national and prefectural bodies, as 
well as businesses and universities both within Fukushima and around Japan. This features special 
interest groups for each of solar power, wind power, biomass , and energy networks （smart 
communities）, which consider joint research, hold dedicated seminars, and put out relevant information.

再生可能エネルギー産業フェア再生可能エネルギー産業フェア

福島県医療福祉機器産業協議会
Fukushima Medical and Welfare Device Industry Council

医療福祉機器分野におい
て、ビジネスマッチングを
はじめとした企業の相互交
流の活性化、開発支援、技
術動向や関係法令等に関
するセミナーを開催し、取
引拡大と技術基盤の強化
を図っています。

In the field of medical and welfare devices, the organization carries out business matching as a way 
to stimulate exchange between companies, provides assistance in development, and holds seminars 
regarding technical trends and related regulations. It is working to enhance business and create a 
stronger technical foundation.

動物実験室の視察動物実験室の視察

①企業立地補助金（最大3/4以内補助）
②福島復興再生特別措置法、
　東日本大震災復興特区法による税制優遇
③電源地域における電気料金補助制度
④各市町村の優遇制度
⑤低廉な工場用地（福島再生加速化
　交付金事業による工場用地の賃貸）

福島県の企業立地優遇制度一例

会員数
337社

会員数
560社

会員数
134社

会員数
258社

福島県廃炉・除染ロボット技術研究会
Fukushima Reactor Decommissioning and Decontamination Robot Technology Research Institute

福島県廃炉・除染ロボット技術研究会では、廃炉・除染
分野への事業参入を検討する県内企業を支援するた
め、国や関係機関、大学等と連携し、技術セミナーや先
進地調査、企業間マッチング等を実施しています。 廃炉関連企業とのビジネスマッチング廃炉関連企業とのビジネスマッチング

会員数
114社

The Fukushima Reactor Decommissioning and Decontamination Robot 
Technology Research Institute works with the national government, related 
agencies, and universities in presenting technical seminars, conducting 
surveys on advanced regions, and bringing businesses together, in order to 
support businesses within Fukushima when considering participation in the 
business areas of reactor decommissioning and decontamination.　

強力な支援体制と産業集積
Powerful Support Systems and Industrial Accumulation

Fukushima Technology Centre（Koriyama 
City）
As a public testing and research institution, 
Fukushima Technology Centre has a rich 
array of all types of testing devices and 
equipment that support private sector R&D 
in the prefecture. In addition to being open 
to corporations, the Technology Centre is 
actively tackling joint research with corpo-
rations, the development of new technology 
and products, and the technology transfer 
of each type of research outcomes. The 
Centre also collaborates with research tech-
nical support centers in Fukushima, Iwaki 
and Aizuwakamatsu, functioning as a 
center of exchange between industry, 
academia and government.

　県内企業の研究開発を支援
する公設試験研究機関として
充実した各種試験機器・設備を
有し、企業に開放するほか、企
業との共同研究や新技術・新
製品開発、各種研究成果の企
業への技術移転などに積極的
に取り組んでいます。また、福
島、いわき、会津若松の各技術
支援センターとも連携し、産学
官の交流拠点としての機能も
果たしています。

企業の研究開発をバックアップ
Support for Corporate Research and Development

開放機器の一例
●非破壊構造解析装置
●低真空走査型電子顕微鏡
●顕微FT-IRラマンシステム
●非接触三次元測定装置
●電波暗室

福島県ハイテクプラザ〈郡山市〉

ハイテクプラザ

ハイテクプラザ構造解析室

ハイテクプラザ無響室

　企業の経営基盤の強化や革新、海外市場の情報
提供、また、取引斡旋のための情報提供や商談会・展
示会の開催など、県内中小企業の経営を多方面から
支援しています。

We support the management of small and medium sized businesses with in the 
prefecture from all sides, including helping to reinforce and reform corporate 
business infrastructures, providing overseas market information, providing infor-
mation, and holding conventions and expositions.

（公財）福島県産業振興センター〈福島市〉

取引拡大・経営革新など多方面から企業経営をサポート
Multifaceted Support for Corporate Management, from Expansion to Managerial Innovation

Enterprise location in Fukushima is complemented by a substantial preferential system, 
while industrial clusters are being advanced through collaboration among industry, 
academia and government.

充実の優遇制度が立地をバックアップ。産学官連携で進む産業集積
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This has also signed a memorandum of cooperation with Germany's state of North Rhine-Westphalia （NRW）, 
a leader in renewable energy, as well as with the Embassy of Denmark, and features seminars and business 
matching with the aim of putting Fukushima at the forefront of renewable energy.
In February 2014, Fukushima Prefecture signed a memorandum of cooperation regarding renewable energy 
with the Fraunhofer Society, Europe's largest applied research organization.

　再生可能エネルギー分野における海外の先進地であ
る、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン州
（NRW州）、デンマーク王国大使館と連携に関する覚書
を締結し、再生可能エネルギー「先駆けの地」へ向け、セ
ミナー開催やビジネスマッチングを行っています。 
　県は、欧州最大の応用研究機関であるフラウンホーフ
ァー研究機構との再生可能エネルギー分野における連
携に関する覚書も2014年2月に締結しています。

海外先進地との連携覚書締結

■E-world enegy & waterへの出展
　ドイツにおけるヨーロッパ最大級のエネルギー関連産業の国際見本市“E-world energy & 
water”に県内企業と県が共同で出展し、企業の有する再生可能エネルギー分野に応用可能な
技術及び製品の海外への販路開拓を支援しています。
■Exhibition at E-world Energy & Water
Enterprises within Fukushima and the prefectural government have cooperated in exhibiting at 
E-world Energy & Water, Europe's largest energy-related international trade fair held in Germany. This 
provides assistance in cultivating markets overseas for technologies and products originating from 
companies within the prefecture, and covers the field of renewable energy.

Revival of Fukushima - Renewable Energy Industrial Fair （REIF Fukushima）
is a single-location exhibition showcasing the latest technologies and products 
in the renewable energy-related industry. This grows in scale every year, and 
has become a major event for the prefecture.

The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology （AIST） received 
from the government the "East Japan Disaster Recovery Basic Policy," and in April 2014 
established the Fukushima Renewable Energy Institute in Koriyama.
Together with multiple companies, this institute actively develops new technologies to maxi-
mize the adoption of renewable energy, and works in cooperation with universities in joint 
research in order to train human resources. Also, in April 2016, it will open a world-class 
facility for both testing and evaluation, as well as R&D for advanced power electronics prod-
ucts such as large-scale power conditioners, and by aiming for rapid international standard-
ization of the research results, support international certification of products.

　「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア（愛称：REIF
ふくしま）」は、再生可能エネルギー関連産業に関する最新の技
術・製品が一堂に会する展示会です。開催規模も年々拡大し、本
県を代表する一大イベントに成長しています。 

ふくしま復興･再生可能エネルギー産業フェア（ＲＥＩＦふくしま）

Along the coast of Hirono and Naraha in Fukushima, the Ministry of Economy, 
Trade and Industry is carrying out experimental studies into floating wind 
turbines. In cooperation with the "Fukushima Offshore Wind Consortium," 
2016 will see the start of operation of a 5MW floating wind turbine. By carry-
ing out the worlds-first full-scale demonstration testing using multiple 
platforms, this will clearly demonstrate their safety, reliability, and economic 
feasibility, with the end goal of making these turbines commercially viable. 

　福島県広野･楢葉沖では、経済産業省による浮体式洋上風力発電
の実証研究が行われています。「福島洋上風力コンソーシアム」と連
携し、平成28年度には5MWの浮体式洋上風力発電所が運転を始め、
世界初となる複数基による本格的な実証事業を行うことにより、実
用化に向けて、安全性、信頼性、経済性を明らかにしていきます。

福島浮体式洋上ウインドファーム実証研究事業

2014年12月デンマーク王国大使館と
経済交流に関する覚書締結

2014年2月ドイツNRW州と
連携に関する覚書締結

ふくしま復興･再生可能エネルギー産業フェア2015

E-world enegy & water2015

第1期（2011～2013）

洋上変電所
「ふくしま絆」

2MW風車
「ふくしま未来」

第2期（2014～）

7MW風車
「ふくしま新風」

5MW風車
「ふくしま浜風」

（出所：福島洋上風力コンソーシアムHPより）

Striving to rebuild after the Great East Japan Earthquake, Fukushima revised the "Fukushima Revitalization Plan" in December 2015, and is busy with 10 important projects looking 
towards the prefecture’ s revitalization. This includes the "Small and Medium Business Revitalization Project" and the "New Industry Creation Project." This has as its aims the promotion 
of small and medium sized businesses within the prefecture, and the accumulation of industries such as renewable energy, as well as those related to healthcare and robotics. 

福島県では、東日本大震災からの復興を目指し、平成27年12月に「福島県復興計画」を改定し、復興に向けた10の重点プロジェクトに取り組んでおります。
その中で、「中小企業等復興プロジェクト」「新産業創造プロジェクト」を掲げ、県内中小企業等の振興や再生可能エネルギー、医療、ロボット等関連産業の集積を目指しています。福島県復興計画

（重点プロジェクト）

The Fukushima Revitalization Plan has as a basic philosophy the "creation of a 
society that is safe and secure, and can continue to develop without depending on 
nuclear power." This includes positioning "renewable energy promotion" as an impor-
tant project towards this reconstruction.
The "Fukushima Renewable Energy Promotion Vision" has set a target of "having 100% 
of Fukushima's demand for energy being met with renewable energy by around 2040." 
For this, the project aims to expand the 
introduction of renewable energy, as well 
as to accelerate the accumulation of 
related industries, thus becoming a "lead-
ing region" for renewable energy.
To promote the participation of Fuku-
shima companies in renewable energy, 
this provides support for research into 
technical and product development.

　福島県復興計画では、「原子力に依存しない、安全・安心で持続
的に発展可能な社会づくり」を基本理念に、「再生可能エネルギー
推進」を復興に向けた重点プロジェクトとしています。
　また「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン」では、「2040
年頃を目途に県内エネルギー需要の100％に相当する再生可能
エネルギーを生み出す」ことを目標に掲げ、再生可能エネルギー
の導入拡大、関連産業の集積に向けた取り組みを加速させ、再生
可能エネルギー「先駆けの地」を目指すこととしています。
　県では、再生可能エネルギー分野への企業参入を促進していく
ため、技術開発、製品開発等の研究に対する支援を行っています。

再生可能エネルギー推進プロジェクト
Renewable Energy Promotion Project

（国研）産業技術総合研究所  福島再生可能エネルギー研究所（郡山市）

● 県内中小企業等の振興
　 （復旧・復興、販路開拓・取引拡大、人材育成）
● 企業誘致の促進

復興に向けた重点プロジェクト 具体的取り組み（一部）

中小企業等復興プロジェクト

● 再生可能エネルギーの推進
● 医療関連産業の集積
● ロボット関連産業の集積

新産業創造プロジェクト

①避難地域等復興加速化プロジェクト
②生活再建支援プロジェクト
③環境回復プロジェクト　
④心身の健康を守るプロジェクト
⑤子ども・若者育成プロジェクト
⑥農林水産業再生プロジェクト
⑦中小企業等復興プロジェクト
⑧新産業創造プロジェクト
⑨風評・風化対策プロジェクト
⑩復興・まちづくり・交流ネットワーク
　基盤強化プロジェクト

●原子力に依存しない、安全安心で持続的に発展可能な社会づくり
●ふくしまを愛し、心を寄せるすべての人々の力を結集した復興
●誇りあるふるさと再生の実現基本理念

福島県復興計画

【　 実 　績 　】 H25 年度…11件、H26年度…27件、H27年度…25件
【主な活用企業】 日本化成㈱、㈱クレハ、㈱山王、日本化学工業㈱
　　　　　　　 アネスト岩田㈱、日本工営㈱、㈱アサカ理研など

　産業技術総合研究所が、政府の「東日本大震災からの復興の基本方針」を受け、平
成26年4月、郡山市に「福島再生可能エネルギー研究所」を設立しました。
　ここでは、再生可能エネルギーの大量導入を支える新技術を、多くの企業と積極
的に連携して開発するとともに、大学との共同研究等を通じた人材育成を行ってい
ます。また、平成28年4月には、大型パワーコンディショナ等の先端的パワーエレ
クトロニクス機器に関する世界トップレベルの試験評価･研究開発施設がオープ
ンし、研究成果の速やかな国際標準化を目指して、製品の海外認証を支援します。

①再生可能エネルギーネットワーク開発・実証
②水素キャリア製造・利用技術
③高性能風車要素技術およびアセスメント技術
④薄型結晶シリコン太陽電池モジュール技術
⑤地熱の適正利用のための技術
⑥地中熱ポテンシャル評価とシステム最適化技術

研 

究 

概 

要

県内エネルギー需要
100％

40％
再生可能エネルギー
導入目標

現在 2020年 2040年

未来へ“チャレンジ”するふくしま
Fukushima - Looking at the Challenges of Tomorrow（A priority project for industrial recovery）

（　　　）産業復興への
重点プロジェクト

　福島再生可能エネルギー研究所では、平成25年度より、東日本大震災において甚
大な被害を受けた本県の企業（進出予定企業も含む）が開発した再エネに関連する
技術やノウハウ等の事業化を技術的に支援しています。

〈 シーズ支援プログラム 〉
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This has also signed a memorandum of cooperation with Germany's state of North Rhine-Westphalia （NRW）, 
a leader in renewable energy, as well as with the Embassy of Denmark, and features seminars and business 
matching with the aim of putting Fukushima at the forefront of renewable energy.
In February 2014, Fukushima Prefecture signed a memorandum of cooperation regarding renewable energy 
with the Fraunhofer Society, Europe's largest applied research organization.

　再生可能エネルギー分野における海外の先進地であ
る、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン州
（NRW州）、デンマーク王国大使館と連携に関する覚書
を締結し、再生可能エネルギー「先駆けの地」へ向け、セ
ミナー開催やビジネスマッチングを行っています。 
　県は、欧州最大の応用研究機関であるフラウンホーフ
ァー研究機構との再生可能エネルギー分野における連
携に関する覚書も2014年2月に締結しています。

海外先進地との連携覚書締結

■E-world enegy & waterへの出展
　ドイツにおけるヨーロッパ最大級のエネルギー関連産業の国際見本市“E-world energy & 
water”に県内企業と県が共同で出展し、企業の有する再生可能エネルギー分野に応用可能な
技術及び製品の海外への販路開拓を支援しています。
■Exhibition at E-world Energy & Water
Enterprises within Fukushima and the prefectural government have cooperated in exhibiting at 
E-world Energy & Water, Europe's largest energy-related international trade fair held in Germany. This 
provides assistance in cultivating markets overseas for technologies and products originating from 
companies within the prefecture, and covers the field of renewable energy.

Revival of Fukushima - Renewable Energy Industrial Fair （REIF Fukushima）
is a single-location exhibition showcasing the latest technologies and products 
in the renewable energy-related industry. This grows in scale every year, and 
has become a major event for the prefecture.

The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology （AIST） received 
from the government the "East Japan Disaster Recovery Basic Policy," and in April 2014 
established the Fukushima Renewable Energy Institute in Koriyama.
Together with multiple companies, this institute actively develops new technologies to maxi-
mize the adoption of renewable energy, and works in cooperation with universities in joint 
research in order to train human resources. Also, in April 2016, it will open a world-class 
facility for both testing and evaluation, as well as R&D for advanced power electronics prod-
ucts such as large-scale power conditioners, and by aiming for rapid international standard-
ization of the research results, support international certification of products.

　「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア（愛称：REIF
ふくしま）」は、再生可能エネルギー関連産業に関する最新の技
術・製品が一堂に会する展示会です。開催規模も年々拡大し、本
県を代表する一大イベントに成長しています。 

ふくしま復興･再生可能エネルギー産業フェア（ＲＥＩＦふくしま）

Along the coast of Hirono and Naraha in Fukushima, the Ministry of Economy, 
Trade and Industry is carrying out experimental studies into floating wind 
turbines. In cooperation with the "Fukushima Offshore Wind Consortium," 
2016 will see the start of operation of a 5MW floating wind turbine. By carry-
ing out the worlds-first full-scale demonstration testing using multiple 
platforms, this will clearly demonstrate their safety, reliability, and economic 
feasibility, with the end goal of making these turbines commercially viable. 

　福島県広野･楢葉沖では、経済産業省による浮体式洋上風力発電
の実証研究が行われています。「福島洋上風力コンソーシアム」と連
携し、平成28年度には5MWの浮体式洋上風力発電所が運転を始め、
世界初となる複数基による本格的な実証事業を行うことにより、実
用化に向けて、安全性、信頼性、経済性を明らかにしていきます。

福島浮体式洋上ウインドファーム実証研究事業

2014年12月デンマーク王国大使館と
経済交流に関する覚書締結

2014年2月ドイツNRW州と
連携に関する覚書締結

ふくしま復興･再生可能エネルギー産業フェア2015

E-world enegy & water2015

第1期（2011～2013）

洋上変電所
「ふくしま絆」

2MW風車
「ふくしま未来」

第2期（2014～）

7MW風車
「ふくしま新風」

5MW風車
「ふくしま浜風」

（出所：福島洋上風力コンソーシアムHPより）

Striving to rebuild after the Great East Japan Earthquake, Fukushima revised the "Fukushima Revitalization Plan" in December 2015, and is busy with 10 important projects looking 
towards the prefecture’ s revitalization. This includes the "Small and Medium Business Revitalization Project" and the "New Industry Creation Project." This has as its aims the promotion 
of small and medium sized businesses within the prefecture, and the accumulation of industries such as renewable energy, as well as those related to healthcare and robotics. 

福島県では、東日本大震災からの復興を目指し、平成27年12月に「福島県復興計画」を改定し、復興に向けた10の重点プロジェクトに取り組んでおります。
その中で、「中小企業等復興プロジェクト」「新産業創造プロジェクト」を掲げ、県内中小企業等の振興や再生可能エネルギー、医療、ロボット等関連産業の集積を目指しています。福島県復興計画

（重点プロジェクト）

The Fukushima Revitalization Plan has as a basic philosophy the "creation of a 
society that is safe and secure, and can continue to develop without depending on 
nuclear power." This includes positioning "renewable energy promotion" as an impor-
tant project towards this reconstruction.
The "Fukushima Renewable Energy Promotion Vision" has set a target of "having 100% 
of Fukushima's demand for energy being met with renewable energy by around 2040." 
For this, the project aims to expand the 
introduction of renewable energy, as well 
as to accelerate the accumulation of 
related industries, thus becoming a "lead-
ing region" for renewable energy.
To promote the participation of Fuku-
shima companies in renewable energy, 
this provides support for research into 
technical and product development.

　福島県復興計画では、「原子力に依存しない、安全・安心で持続
的に発展可能な社会づくり」を基本理念に、「再生可能エネルギー
推進」を復興に向けた重点プロジェクトとしています。
　また「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン」では、「2040
年頃を目途に県内エネルギー需要の100％に相当する再生可能
エネルギーを生み出す」ことを目標に掲げ、再生可能エネルギー
の導入拡大、関連産業の集積に向けた取り組みを加速させ、再生
可能エネルギー「先駆けの地」を目指すこととしています。
　県では、再生可能エネルギー分野への企業参入を促進していく
ため、技術開発、製品開発等の研究に対する支援を行っています。

再生可能エネルギー推進プロジェクト
Renewable Energy Promotion Project

（国研）産業技術総合研究所  福島再生可能エネルギー研究所（郡山市）

● 県内中小企業等の振興
　 （復旧・復興、販路開拓・取引拡大、人材育成）
● 企業誘致の促進

復興に向けた重点プロジェクト 具体的取り組み（一部）

中小企業等復興プロジェクト

● 再生可能エネルギーの推進
● 医療関連産業の集積
● ロボット関連産業の集積

新産業創造プロジェクト

①避難地域等復興加速化プロジェクト
②生活再建支援プロジェクト
③環境回復プロジェクト　
④心身の健康を守るプロジェクト
⑤子ども・若者育成プロジェクト
⑥農林水産業再生プロジェクト
⑦中小企業等復興プロジェクト
⑧新産業創造プロジェクト
⑨風評・風化対策プロジェクト
⑩復興・まちづくり・交流ネットワーク
　基盤強化プロジェクト

●原子力に依存しない、安全安心で持続的に発展可能な社会づくり
●ふくしまを愛し、心を寄せるすべての人々の力を結集した復興
●誇りあるふるさと再生の実現基本理念

福島県復興計画

【　 実 　績 　】 H25 年度…11件、H26年度…27件、H27年度…25件
【主な活用企業】 日本化成㈱、㈱クレハ、㈱山王、日本化学工業㈱
　　　　　　　 アネスト岩田㈱、日本工営㈱、㈱アサカ理研など

　産業技術総合研究所が、政府の「東日本大震災からの復興の基本方針」を受け、平
成26年4月、郡山市に「福島再生可能エネルギー研究所」を設立しました。
　ここでは、再生可能エネルギーの大量導入を支える新技術を、多くの企業と積極
的に連携して開発するとともに、大学との共同研究等を通じた人材育成を行ってい
ます。また、平成28年4月には、大型パワーコンディショナ等の先端的パワーエレ
クトロニクス機器に関する世界トップレベルの試験評価･研究開発施設がオープ
ンし、研究成果の速やかな国際標準化を目指して、製品の海外認証を支援します。

①再生可能エネルギーネットワーク開発・実証
②水素キャリア製造・利用技術
③高性能風車要素技術およびアセスメント技術
④薄型結晶シリコン太陽電池モジュール技術
⑤地熱の適正利用のための技術
⑥地中熱ポテンシャル評価とシステム最適化技術

研 

究 

概 

要

県内エネルギー需要
100％

40％
再生可能エネルギー
導入目標

現在 2020年 2040年

未来へ“チャレンジ”するふくしま
Fukushima - Looking at the Challenges of Tomorrow（A priority project for industrial recovery）

（　　　）産業復興への
重点プロジェクト

　福島再生可能エネルギー研究所では、平成25年度より、東日本大震災において甚
大な被害を受けた本県の企業（進出予定企業も含む）が開発した再エネに関連する
技術やノウハウ等の事業化を技術的に支援しています。

〈 シーズ支援プログラム 〉
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　福島県は、福島県立医科大学はじめ、日本大学工学部や福島大学、会津大
学においても医療機器関連の研究開発を進めています。
　県ではこのような特徴を活かし産学官連携による医療機器関連分野の
集積を図るため、平成17年度から「うつくしま次世代医療産業集積プロジ
ェクト」を実施しています。

Medical equipment manufacturers from Fukushima, Japan, and overseas, as well as companies 
producing related equipment exhibit their technologies and conduct seminars here to help expand 
their businesses.
The exhibition has been held since 2005, and every year we are seeing exhibits from more compa-
nies, from within Japan, but also Germany, Korea, Taiwan, and other countries. As a symbol of 
"Medical Equipment Fukushima," it is an exhibition becoming recognized worldwide.
The prefecture is also cooperating with the Fukushima Medical Device Industry Promotion Agency 
in presenting booths at Medical Japan & Business Expo （Yokohama） and Medix Kansai ̶ Medical 
Device Development Expo （Osaka）, offering support for the business activities of local companies.

Fukush ima is conduct ing bus iness 
exchanges in the field of medical equip-
ment with the ministry of economy, 
energy, and production of Germany's 
state of North Rhine-Westphalia （NRW）.
In September 2014, Fukushima signed a 
memorandum for strengthening coopera-
tion with the state for equipment devel-
opment in cancer treatment, telemedi-
cine, and robotics technologies, and for 
mutual presentations at each others' 
exhibitions.
Additionally, in October 2015, the prefec-
ture signed a memorandum for strength-
ening partnership with Europe's largest 
third-party certif ication body, "TÜV 
Rheinland," also situated in NRW.
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医療関連産業集積プロジェクト補助金

Fukushima Prefecture has also presented a booth at 
MEDICA/COMPAMED (Dusseldorf , Germany) , the 
world's largest medical equipment-related trade show, to 
present the outstanding technical capabilities of Fuku-
shima's companies, supporting their business activities.

　福島県では、世界最大の医療機器関連見本市である
「MEDICA/COMPAMED」（ドイツ･デュッセルドル
フ）へ福島県ブースを設置し、県内企業の有する優れた
技術を世界に向け発信し、取引支援を行っています。

　福島県では、ドイツ・ノルトライン＝
ヴェストファーレン州（NRW州）経済・
エネルギー産業省と医療機器分野にお
けるビジネス交流を実施しています。
　平成26年9月には同州とがん治療、遠
隔医療、ロボット技術分野等における機
器開発、展示会への相互出展等連携強化
のための覚書を締結しました。
　また、平成27年10月にはNRW州に
ある欧州最大級の第三者認証機関であ
る「テュフ ラインランド」と連携強化の
覚書を締結しています。

This provides financial support for businesses involved in the product development, verification testing, and commercialization of medical and welfare devices.
　医療福祉機器の製品開発・実証試験・事業化に取り組む企業等に対して資金的な支援を行います。

H26.9月NRW州との
連携覚書締結

H27.10月テュフ ラインランド
との連携覚書締結

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社 （本社：茨城県つくば市）
「医療用ロボットスーツ HAL®」の開発

肘、膝用の運動訓練支援装置を開発します。能動的に作用し、脳・神経系・筋骨
格系を含めた運動機能の改善を行います。
同社の開発については、医療福祉機器関連産業の集積をさらに促進するもの
とし、「ふくしま医療福祉機器開発事業費補助金」（H24．6月採択）により研究
開発を支援しております。

　県内外及び海外から医療機器の製品メーカーや、関連部品を
製造する企業が、その技術の展示を行うほか、各種セミナーを実
施し取引拡大につなげています。
　平成17年より開催し、出展企業は国内のみならずドイツ、韓
国、台湾など海外からも年々増加し、「医療機器ふくしま」のシン
ボルとして、世界からも一目置かれる展示会となっています。
　その他、県と（一財）ふくしま医療機器産業推進機構が連携し、
「メディカルショージャパン＆ビジネスエキスポ」（横浜市）、「関
西医療機器開発・製造業MEDIX  KANSAI」（大阪市）といった展
示会にブース出展を行い、立地企業の取引支援を行ってます。

CLOSE UP!

Fukushima is one of Japan's top prefectures for the production of medical devices. 
Quantities of contract manufacturing of medical devices, as well as of correspond-
ing machinery and parts rank among the highest nationwide, and Fukushima 
plays host to many production facilities of leading medical device manufacturers.
There are also many small and medium sized businesses that work in support of 
this production, forming a major industrial cluster within Japan.

　福島県は、国内屈指の「医療機器生産県」です。医療機器受託生産金額、
医療用機械器具の部品等生産金額はともに全国トップクラスであるほ
か、大手医療機器製造企業の生産拠点が数多く立地しています。
　また、その生産を力強く支える中小企業が集積しており、国内における
一大クラスターを形成しています。

医療関連産業集積プロジェクト
Medical Industry Accumulation Project 

"Fukushima Medical Device Development Support 
Center" is the only public testing organization in Japan 
that can carry out biological testing using large animals 
(implantation testing, etc.), including medical equipment 
evaluations that are compliant with overseas standards.
Being able to carry out such safety evaluations in Japan 
means shorter development time-frames as well as lower 
costs. Together with this, the center also carries out 
business matching and consulting, as well as employee 
training utilizing development and prototype products, 
and offers integrated assistance right from development 
through to commercialization of medical devices.

The center provides comprehensive developmental support for 
new therapeutic drugs, diagnostic agents, and other diagnostics 
mainly for cancer patients, as well as for medical equipment.
Clinical samples (specimens and clinical information) that have 
been optimized to assist in the development of pharmaceuticals, 
etc. are provided after being converted into analysis data, 
processed products, and bio-evaluation data.
At present, the center is preparing human disease-related genetic 
expression analysis data, human-derived RNA, DNA, protein-
purified products and processed materials, which are all biomedi-
cal materials to be used in the development of anticancer agents.

The center aims to combine technologies in optics, 
miniaturization, and information processing with 
the results of research using haptic technology from 
the College of Engineering, Nihon University, for the 
development and commercialization of advanced 
diagnostics devices and therapeutic equipment.

　「ふくしま医療機器開発支援センター」では、大型動
物を使用した生物学的試験（埋植試験等）により海外の
基準にも適合した医療機器の安全性評価が行える国
内唯一の公的試験機関です。

　国内で安全性評価が行えることで開発期間の短縮化、コスト削減が可能であり、あわ
せて、企業のマッチングやコンサルティング、開発製品（試作品）を用いた医療従事者の
トレーニング等の実施し、医療機器の開発から事業化までを一体的に支援します。

　がんを中心とした諸疾患の新規治療薬・診断薬・検査
試薬や医療機器などの開発支援を多面的に行います。
　医薬品等開発支援に特化した臨床試料（検体と臨床
情報）を解析データ、加工物、バイオ評価系に変換し提
供いたします。

　現在、抗がん剤開発を対象としてヒト疾患関連遺伝子発現解析データ、ヒト由来
RNA，DNA、タンパク質精製品・加工物等の生体材料を準備しています。

医工連携による医療機器開発拠点・支援拠点

In Fukushima, research and development of medical devices is being carried out by Fukushima Medical Univer-
sity, the College of Engineering at Nihon University, Fukushima University, as well as the University of Aizu.
The prefecture aims to utilize this characteristic to bring together these different fields relating to medical 
devices through a collaboration between industry, academia, and government; and since 2005, has been imple-
menting the "Utsukushima Next-Generation Medical Industry Accumulation Project."

Fukushima is home to an Olympus production plant, and approximately 70% of the world's 
digestive endoscopes are produced within the prefecture. It also has important importing and 
production bases of major American medical equipment manufacturers like Johnson & Johnson 
and Nippon Becton Dickinson, and around 60 medical device manufacturers including Novo 
Nordisk Pharma, Hakuzo Medical, Fuji Systems operate here.

　オリンパス㈱の生産拠点があり、世界中の消化器内視鏡の約70%が福
島県で生産されています。米系大手医療機器メーカー  ジョンソン・エン
ド・ジョンソン㈱、日本ベクトン・ディッキンソン㈱の国内主要輸入・生産
拠点を有するほか、ノボノルディスクファーマ㈱、ハクゾウメディカル
㈱、富士システムズ㈱など約60の医療機器製造業者が操業しております。

■ ポテンシャルデータ

■ ～「うつくしま次世代医療産業集積プロジェクト」～

■ 「ふくしま医療機器開発支援センター」（郡山市）

■ メディカルクリエーションふくしま（医療機器設計・製造展示会＆最新技術セミナー）

■ 世界最大の医療機器等展示会“MEDICA/COMPAMED”に出展

■ 国際先進地との連携（海外展開への取組み）

■ 「医療ー産業トランスレーショナルリサーチセンター」（福島市）

■ 「次世代工学技術研究センター（NEWCAT）」（日本大学工学部 郡山市）
　日本大学工学部が有する「ハプティック（触覚）」技
術を活用した研究成果に、光技術、微細化技術、情報処
理技術を加えた、先端的診断機器および治療器具の開
発と事業化を目指しています。 
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1,245億円
（全国３位）
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　福島県は、福島県立医科大学はじめ、日本大学工学部や福島大学、会津大
学においても医療機器関連の研究開発を進めています。
　県ではこのような特徴を活かし産学官連携による医療機器関連分野の
集積を図るため、平成17年度から「うつくしま次世代医療産業集積プロジ
ェクト」を実施しています。

Medical equipment manufacturers from Fukushima, Japan, and overseas, as well as companies 
producing related equipment exhibit their technologies and conduct seminars here to help expand 
their businesses.
The exhibition has been held since 2005, and every year we are seeing exhibits from more compa-
nies, from within Japan, but also Germany, Korea, Taiwan, and other countries. As a symbol of 
"Medical Equipment Fukushima," it is an exhibition becoming recognized worldwide.
The prefecture is also cooperating with the Fukushima Medical Device Industry Promotion Agency 
in presenting booths at Medical Japan & Business Expo （Yokohama） and Medix Kansai ̶ Medical 
Device Development Expo （Osaka）, offering support for the business activities of local companies.

Fukush ima is conduct ing bus iness 
exchanges in the field of medical equip-
ment with the ministry of economy, 
energy, and production of Germany's 
state of North Rhine-Westphalia （NRW）.
In September 2014, Fukushima signed a 
memorandum for strengthening coopera-
tion with the state for equipment devel-
opment in cancer treatment, telemedi-
cine, and robotics technologies, and for 
mutual presentations at each others' 
exhibitions.
Additionally, in October 2015, the prefec-
ture signed a memorandum for strength-
ening partnership with Europe's largest 
third-party certif ication body, "TÜV 
Rheinland," also situated in NRW.
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Fukushima Prefecture has also presented a booth at 
MEDICA/COMPAMED (Dusseldorf , Germany) , the 
world's largest medical equipment-related trade show, to 
present the outstanding technical capabilities of Fuku-
shima's companies, supporting their business activities.

　福島県では、世界最大の医療機器関連見本市である
「MEDICA/COMPAMED」（ドイツ･デュッセルドル
フ）へ福島県ブースを設置し、県内企業の有する優れた
技術を世界に向け発信し、取引支援を行っています。

　福島県では、ドイツ・ノルトライン＝
ヴェストファーレン州（NRW州）経済・
エネルギー産業省と医療機器分野にお
けるビジネス交流を実施しています。
　平成26年9月には同州とがん治療、遠
隔医療、ロボット技術分野等における機
器開発、展示会への相互出展等連携強化
のための覚書を締結しました。
　また、平成27年10月にはNRW州に
ある欧州最大級の第三者認証機関であ
る「テュフ ラインランド」と連携強化の
覚書を締結しています。

This provides financial support for businesses involved in the product development, verification testing, and commercialization of medical and welfare devices.
　医療福祉機器の製品開発・実証試験・事業化に取り組む企業等に対して資金的な支援を行います。
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格系を含めた運動機能の改善を行います。
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とし、「ふくしま医療福祉機器開発事業費補助金」（H24．6月採択）により研究
開発を支援しております。

　県内外及び海外から医療機器の製品メーカーや、関連部品を
製造する企業が、その技術の展示を行うほか、各種セミナーを実
施し取引拡大につなげています。
　平成17年より開催し、出展企業は国内のみならずドイツ、韓
国、台湾など海外からも年々増加し、「医療機器ふくしま」のシン
ボルとして、世界からも一目置かれる展示会となっています。
　その他、県と（一財）ふくしま医療機器産業推進機構が連携し、
「メディカルショージャパン＆ビジネスエキスポ」（横浜市）、「関
西医療機器開発・製造業MEDIX  KANSAI」（大阪市）といった展
示会にブース出展を行い、立地企業の取引支援を行ってます。
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Fukushima is one of Japan's top prefectures for the production of medical devices. 
Quantities of contract manufacturing of medical devices, as well as of correspond-
ing machinery and parts rank among the highest nationwide, and Fukushima 
plays host to many production facilities of leading medical device manufacturers.
There are also many small and medium sized businesses that work in support of 
this production, forming a major industrial cluster within Japan.

　福島県は、国内屈指の「医療機器生産県」です。医療機器受託生産金額、
医療用機械器具の部品等生産金額はともに全国トップクラスであるほ
か、大手医療機器製造企業の生産拠点が数多く立地しています。
　また、その生産を力強く支える中小企業が集積しており、国内における
一大クラスターを形成しています。

医療関連産業集積プロジェクト
Medical Industry Accumulation Project 

"Fukushima Medical Device Development Support 
Center" is the only public testing organization in Japan 
that can carry out biological testing using large animals 
(implantation testing, etc.), including medical equipment 
evaluations that are compliant with overseas standards.
Being able to carry out such safety evaluations in Japan 
means shorter development time-frames as well as lower 
costs. Together with this, the center also carries out 
business matching and consulting, as well as employee 
training utilizing development and prototype products, 
and offers integrated assistance right from development 
through to commercialization of medical devices.

The center provides comprehensive developmental support for 
new therapeutic drugs, diagnostic agents, and other diagnostics 
mainly for cancer patients, as well as for medical equipment.
Clinical samples (specimens and clinical information) that have 
been optimized to assist in the development of pharmaceuticals, 
etc. are provided after being converted into analysis data, 
processed products, and bio-evaluation data.
At present, the center is preparing human disease-related genetic 
expression analysis data, human-derived RNA, DNA, protein-
purified products and processed materials, which are all biomedi-
cal materials to be used in the development of anticancer agents.

The center aims to combine technologies in optics, 
miniaturization, and information processing with 
the results of research using haptic technology from 
the College of Engineering, Nihon University, for the 
development and commercialization of advanced 
diagnostics devices and therapeutic equipment.

　「ふくしま医療機器開発支援センター」では、大型動
物を使用した生物学的試験（埋植試験等）により海外の
基準にも適合した医療機器の安全性評価が行える国
内唯一の公的試験機関です。

　国内で安全性評価が行えることで開発期間の短縮化、コスト削減が可能であり、あわ
せて、企業のマッチングやコンサルティング、開発製品（試作品）を用いた医療従事者の
トレーニング等の実施し、医療機器の開発から事業化までを一体的に支援します。

　がんを中心とした諸疾患の新規治療薬・診断薬・検査
試薬や医療機器などの開発支援を多面的に行います。
　医薬品等開発支援に特化した臨床試料（検体と臨床
情報）を解析データ、加工物、バイオ評価系に変換し提
供いたします。

　現在、抗がん剤開発を対象としてヒト疾患関連遺伝子発現解析データ、ヒト由来
RNA，DNA、タンパク質精製品・加工物等の生体材料を準備しています。
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In Fukushima, research and development of medical devices is being carried out by Fukushima Medical Univer-
sity, the College of Engineering at Nihon University, Fukushima University, as well as the University of Aizu.
The prefecture aims to utilize this characteristic to bring together these different fields relating to medical 
devices through a collaboration between industry, academia, and government; and since 2005, has been imple-
menting the "Utsukushima Next-Generation Medical Industry Accumulation Project."

Fukushima is home to an Olympus production plant, and approximately 70% of the world's 
digestive endoscopes are produced within the prefecture. It also has important importing and 
production bases of major American medical equipment manufacturers like Johnson & Johnson 
and Nippon Becton Dickinson, and around 60 medical device manufacturers including Novo 
Nordisk Pharma, Hakuzo Medical, Fuji Systems operate here.

　オリンパス㈱の生産拠点があり、世界中の消化器内視鏡の約70%が福
島県で生産されています。米系大手医療機器メーカー  ジョンソン・エン
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■ 「次世代工学技術研究センター（NEWCAT）」（日本大学工学部 郡山市）
　日本大学工学部が有する「ハプティック（触覚）」技
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This provides support for robot development and verification testing carried out by compa-
nies, and works to improve the technical capabilities of companies within the prefecture.

This promotes the introduction of robots into 
working and living environments including in 
medicine, welfare (assisted-living facilities, 
hospitals, etc.), and primary industries.
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The Fukushima Reactor Decommissioning and Decon-
tamination Robot Research Institute works with the 
government, related agencies, and universities in present-
ing technical seminars, conducting advanced surveys, 
and bringing businesses together, in order to provide 
support for businesses within Fukushima which are 
considering participation in reactor decommissioning and 
decontamination.

　福島県廃炉・除染ロボット技術研究
会では、廃炉・除染分野への事業参入を
検討する県内企業を支援するため、国
や関係機関、大学等と連携し、技術セミ
ナーや先進地調査、企業間マッチング
等を実施しています。 廃炉関連企業とのマッチング会（H27.8月）

㈱菊池製作所 （本社：東京都八王子市）
災害対応ロボット「Octopus（オクトパス）」の開発

　企業等が行うロボットの開発、実証研究等へ支援を行い、県内企業
等の技術力向上に取り組んでいます。

〈 災害対応ロボット産業集積支援事業 〉
　災害対応ロボット分野において、事業者等が実施する製品化、企
業技術の高度化を図る事業を支援。

〈 ロボット関連産業基盤強化事業 〉
　ロボットの要素技術である「センサ系」「知能・制御系」「駆動･構造
系」の技術開発、実用化など企業技術の高度化を図る事業を支援。

　医療・福祉（介護施設、病院等）、農
林水産業など、仕事や生活の場への
ロボット導入を推進しています。

大型建設機
械が入れな
いような複
雑な地形や
狭い災害現
場で活躍で
きる小型の
無人ロボットで、遠隔操作できる四腕アームと六
脚クローラの協調制御により多様な処理作業を
するロボットを開発。早稲田大学次世代ロボット
研究機構との共同研究が進められています。

This puts out information aimed at raising awareness of robot usage, 
and of fostering interest amongst young engineers and students.
Here, companies, universities, and other organizations can exhibit. 
This features displays and demonstrations of advanced robots as 
well as those currently being developed within Fukushima in 
various fields such as disaster response, reactor decommissioning, 
medicine and welfare.

　ロボット活用の意識啓発や若手技術者、学生
の関心の醸成に向け、情報発信を行っています。
企業・大学等が出展し、災害対応、廃炉、医療・福
祉など各分野にわたって、最先端のロボットや
福島県内で開発を進めている各種ロボットの展
示・デモンストレーションなどを行ってます。

災害対応ロボット産業
集積支援事業採択事業

●研究開発・技術支援策の一例

【事業採択実績】 H26年度…10件事業採択、H27年度…6件事業採択

【事業採択実績】 H27年度…6件事業採択

PICK UP!

ビックパレットふくしま（郡山市、H27.11月）

ロボットフェスタふくしま2015

ロボット
関連企業

県
保健福祉部
商工労働部
農林水産部

介護･医療施設
物流･農業分野等

●ロボットリース
●開発への
　フィードバック

●モデル事業実施
●見学会開催

●ニーズ調査･分析
●普及･啓発
●検証会議

ロボット関連産業の拡大

In order to take on the decommissioning of the nuclear reactors resulting 
from the accident at Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant following the 
Great East Japan Earthquake, and by this, revitalize Fukushima as a whole, 
the prefecture is promoting robot-related businesses as a new industry and 
aiming to create "Fukushima Robot Valley."

ロボット関連産業集積プロジェクト
Robot-related Industry Accumulation Project

ロボット関連産業の基盤構築

ロボットの利活用促進

　福島県は、東日本大震災、東京電力福島第一原子力事故
に伴う廃炉と向き合い復興を成し遂げるため、新たな産業
の創出として、ロボット関連産業の振興に取り組み、「ふく
しまロボットバレー」の形成を目指しています。

Fukushima will create a robot test field in 
which verification and testing of disaster 
control and similar robots unique to Fuku-
shima can be carried out . This includes 
model certification, operator training, licens-
ing, and being a base for use in the event of a 
disaster on land, air, or sea.

　陸海空を対象とした型式認証、操
縦者の訓練、ライセンス付与、災害
時出動拠点等、福島にしかない機能
を有する災害対応ロボット等の実
証試験が行えるロボットテスト
フィールドを整備します。

This provides bridges, tunnels, dams, rivers, and 
open spaces in the Hamadori region of Fukushima 
Prefecture to companies , universit ies , research 
institutions , and other bodies carrying out R&D 
into disaster control robots and robots for inspect-
ing infrastructure, in which they can carry out 
verification testing.

　災害対応ロボットやインフラ点検用ロボッ
トの研究開発を行っている企業、大学、研究
機関等の事業者に対して、福島浜通り地域の
橋梁、トンネル、ダム・河川、その他山野等
オープンスペースを、実証実験の場として提
供します。

The center will perform development and verifi-
cation testing of robots to inspect and repair 
nuclear reactor containment vessels, as well as 
verification testing of fuel debris removal.

　原子炉格納容器の調査・補修ロ
ボットの開発・実証試験、燃料デブ
リ取り出しの実証試験を行います。

This will provide joint research facilities, 
where top-level universities, research institu-
tions, and businesses will be invited, in order 
for Fukushima to become a leading area in 
the development of robot technologies.

　ロボット技術開発最先端拠点と
なるトップクラスの大学・研究機
関、企業を招聘する共同研究施設を
整備していきます。

ロボットテストフィールド（イメージ）

楢葉遠隔技術開発センター（楢葉町）

研究開発
拠点の整備

研究開発･
技術支援 現場導入支援 ニーズ調査･

情報発信
企業の参入･
進出支援

取引拡大･
量産支援

人材育成･
ネットワーク形成

ロボット関連産業の基盤構築 ロボット関連産業の拡大

ふくしま
ロボットバレー
の形成

県内におけるロボットの利活用促進

■ 「福島浜通りロボット実証区域（イノベーション・コースト構想）」

■ ロボットの現場導入の推進

■ 「福島県廃炉・除染ロボット技術研究会」

■ 研究開発・技術支援・ネットワーク形成

■ ロボットフェスタふくしま

■ “ロボット産業革命の地ふくしま”に向けて  ～「ふくしまロボットバレー」の形成をめざして～

■ 「ロボットテストフィールド（イノベーション・コースト構想）」

■ 「国際産学連携拠点（イノベーション・コースト構想）」

■ 「楢葉遠隔技術開発センター（イノベーション・コースト構想）」（楢葉町）

【 「ふくしまロボットバレー」形成フロー 】
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This provides support for robot development and verification testing carried out by compa-
nies, and works to improve the technical capabilities of companies within the prefecture.

This promotes the introduction of robots into 
working and living environments including in 
medicine, welfare (assisted-living facilities, 
hospitals, etc.), and primary industries.

05 未来へ“チャレンジ”するふくしま Advantage 05　Fukushima - Looking at the Challenges of Tomorrow

The Fukushima Reactor Decommissioning and Decon-
tamination Robot Research Institute works with the 
government, related agencies, and universities in present-
ing technical seminars, conducting advanced surveys, 
and bringing businesses together, in order to provide 
support for businesses within Fukushima which are 
considering participation in reactor decommissioning and 
decontamination.

　福島県廃炉・除染ロボット技術研究
会では、廃炉・除染分野への事業参入を
検討する県内企業を支援するため、国
や関係機関、大学等と連携し、技術セミ
ナーや先進地調査、企業間マッチング
等を実施しています。 廃炉関連企業とのマッチング会（H27.8月）

㈱菊池製作所 （本社：東京都八王子市）
災害対応ロボット「Octopus（オクトパス）」の開発

　企業等が行うロボットの開発、実証研究等へ支援を行い、県内企業
等の技術力向上に取り組んでいます。

〈 災害対応ロボット産業集積支援事業 〉
　災害対応ロボット分野において、事業者等が実施する製品化、企
業技術の高度化を図る事業を支援。

〈 ロボット関連産業基盤強化事業 〉
　ロボットの要素技術である「センサ系」「知能・制御系」「駆動･構造
系」の技術開発、実用化など企業技術の高度化を図る事業を支援。

　医療・福祉（介護施設、病院等）、農
林水産業など、仕事や生活の場への
ロボット導入を推進しています。

大型建設機
械が入れな
いような複
雑な地形や
狭い災害現
場で活躍で
きる小型の
無人ロボットで、遠隔操作できる四腕アームと六
脚クローラの協調制御により多様な処理作業を
するロボットを開発。早稲田大学次世代ロボット
研究機構との共同研究が進められています。

This puts out information aimed at raising awareness of robot usage, 
and of fostering interest amongst young engineers and students.
Here, companies, universities, and other organizations can exhibit. 
This features displays and demonstrations of advanced robots as 
well as those currently being developed within Fukushima in 
various fields such as disaster response, reactor decommissioning, 
medicine and welfare.

　ロボット活用の意識啓発や若手技術者、学生
の関心の醸成に向け、情報発信を行っています。
企業・大学等が出展し、災害対応、廃炉、医療・福
祉など各分野にわたって、最先端のロボットや
福島県内で開発を進めている各種ロボットの展
示・デモンストレーションなどを行ってます。

災害対応ロボット産業
集積支援事業採択事業

●研究開発・技術支援策の一例

【事業採択実績】 H26年度…10件事業採択、H27年度…6件事業採択
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ロボット関連産業の拡大

In order to take on the decommissioning of the nuclear reactors resulting 
from the accident at Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant following the 
Great East Japan Earthquake, and by this, revitalize Fukushima as a whole, 
the prefecture is promoting robot-related businesses as a new industry and 
aiming to create "Fukushima Robot Valley."

ロボット関連産業集積プロジェクト
Robot-related Industry Accumulation Project

ロボット関連産業の基盤構築

ロボットの利活用促進

　福島県は、東日本大震災、東京電力福島第一原子力事故
に伴う廃炉と向き合い復興を成し遂げるため、新たな産業
の創出として、ロボット関連産業の振興に取り組み、「ふく
しまロボットバレー」の形成を目指しています。

Fukushima will create a robot test field in 
which verification and testing of disaster 
control and similar robots unique to Fuku-
shima can be carried out . This includes 
model certification, operator training, licens-
ing, and being a base for use in the event of a 
disaster on land, air, or sea.

　陸海空を対象とした型式認証、操
縦者の訓練、ライセンス付与、災害
時出動拠点等、福島にしかない機能
を有する災害対応ロボット等の実
証試験が行えるロボットテスト
フィールドを整備します。

This provides bridges, tunnels, dams, rivers, and 
open spaces in the Hamadori region of Fukushima 
Prefecture to companies , universit ies , research 
institutions , and other bodies carrying out R&D 
into disaster control robots and robots for inspect-
ing infrastructure, in which they can carry out 
verification testing.

　災害対応ロボットやインフラ点検用ロボッ
トの研究開発を行っている企業、大学、研究
機関等の事業者に対して、福島浜通り地域の
橋梁、トンネル、ダム・河川、その他山野等
オープンスペースを、実証実験の場として提
供します。

The center will perform development and verifi-
cation testing of robots to inspect and repair 
nuclear reactor containment vessels, as well as 
verification testing of fuel debris removal.

　原子炉格納容器の調査・補修ロ
ボットの開発・実証試験、燃料デブ
リ取り出しの実証試験を行います。

This will provide joint research facilities, 
where top-level universities, research institu-
tions, and businesses will be invited, in order 
for Fukushima to become a leading area in 
the development of robot technologies.

　ロボット技術開発最先端拠点と
なるトップクラスの大学・研究機
関、企業を招聘する共同研究施設を
整備していきます。

ロボットテストフィールド（イメージ）

楢葉遠隔技術開発センター（楢葉町）
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■ ロボットの現場導入の推進
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■ “ロボット産業革命の地ふくしま”に向けて  ～「ふくしまロボットバレー」の形成をめざして～
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【 「ふくしまロボットバレー」形成フロー 】
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The Fukushima International Research and Industry Develop-
ment Project (Innovation Coast Project) put together in June 2014 
has as its aim the revitalization of the Hamadori region of Fuku-
shima, and we are establishing a brand new research industry 
location including decommissioning research, robot research, and 
verification location to match the timing of the Tokyo Olympics 
and Paralympics in 2020, to create new technologies and indus-
tries that are the envy of the world. Using innovation, we hope to 
rebuild our industrial base, and in addition to assisting with 
returning evacuees to their homes, we will participate in new com-
munities with the hope of making the rebirth of an appealing, 
vibrant society a reality.

　平成26年6月に取りまとめられた「福島･国際研究産業都市構想（イ
ノベーション・コースト構想）」では、本県浜通りを中心とする地域経済
の復興のため、オリンピック・パラリンピック開催の２０２０年を当面の目
標に廃炉の研究拠点、ロボットの研究、実証拠点などの新たな研究産
業拠点を整備することで、世界に誇れる新技術や新産業を創出し、イ
ノベーションによる産業基盤の再構築を図り、避難を余儀なくされた住
民の帰還に加え、新たな住民のコミュニティの参画を進めることによ
り、魅力あふれる地域再生を実現していくことを目指しています。

　浜通り地域において、太陽光パネルやリ
チウムイオン電池等、今後の進展が期待さ
れる分野を対象とする最先端リサイクル事
業や現地の廃棄物を原料としたリサイクル
事業を柱とし、今後の持続可能な社会づくり
を先導できるような地域を目指して、環境・リ
サイクル産業を将来の重点産業として育て
ていくため新産業創造を推進していきます。

福島･国際研究産業都市構想（イノベーション・コースト構想）
～“世界が注目する「浜通り」の再生”を目指して ～

－ Energy-related Industry Accumulation －

福島･国際研究産業都市構想 イノベーション･
コースト構想（　　　）

Fukushima International Research and Industry Development Project（Innovation Coast Project）
Our aim ̶ the Rebirth of Hamadori, in the Global Spotlight

イノベーション・コースト構想の柱

Hamadori is home to several large-scale energy-related 
projects ̶ these include an LNG （Liquid Natural Gas） depot 
in Soma Harbor; high-efficiency coal-fired power generation 
（IGCC） in the Hirono and Nakoso Thermal Power Plants; 
and floating wind turbine experiments. We are gathering 
related industries based around these core projects.

Throughout the Hamadori region , 
advanced recycling businesses, as well 
as recycling businesses that use locally 
produced waste as raw mater ia ls 
including waste from promising new 
technologies such as solar panels and 
lithium-ion batteries will play an impor-
tant part. In the future, our aim will be 
to achieve a recycling-oriented society, 
and so we are promoting the creation 
of new businesses in order to make 
environmental and recycl ing busi-
nesses important to our futures.

　浜通りにおいては、相馬港におけるＬＮＧ（液化天然ガス）受入れ基地や広野火力
発電所・勿来共同火力発電所における高効率石炭火力発電（IGCC）プロジェクト、洋
上風力発電の実証など、大規模エネルギー関連プロジェクトが立ち上がっている。こ
うしたものを核として、周辺において関連産業を集積を推進していきます。

● エネルギー関連産業の集積

The primary industries project incorporates robot technologies, 
environmental control systems, and other advanced technolo-
gies, and aims to be the new frontier of primary industries in 
Japan. By putting these advanced primary industry technolo-
gies into practice throughout Japan, this should help in the 
restoration and rebirth of Japan's primary industries. This also 
promotes the participation of new businesses, and aims to 
revive primary industry in the Hamadori region.

　農林水産プロジェクトは、ロボット技術や環境制
御システムなどの先端技術等を取り入れ、日本の
農林水産業のフロンティアを目指し、先進的な農
林水産業を全国に先駆けて実践することで、農林
水産業の復興・再生を図っていくものです。また、
新たな企業の参入等を促進し、浜通り地域の農林
水産業の復興を目指していきます。

原子力に依存しない「新たなエネルギーの創出」による復興の加速化
①避難地域・再生可能エネルギー復興支援プロジェクト
②風力発電拠点形成プロジェクト（陸上・洋上）　
③高効率石炭火力発電（IGCC）プロジェクト
④天然ガス（LNG）火力発電プロジェクト

地域で生産した「エネルギーの地産地消」

⑤天然ガス（LNG）の地域利用促進プロジェクト
⑥復興まちづくりのためのスマートコミュニティ形成プロジェクト
⑦水素によるエネルギー貯蔵・効率的利用プロジェクト
⑧バイオマスプロジェクト(メタン発酵・藻類)
⑨小水力発電導入拡大プロジェクト

エネルギー供給だけでない「関連産業の集積」による安定した雇用創出

⑩浜通りのポテンシャルを生かした産業の集積
 （LNＧ受入基地周辺における冷熱産業、風力発電、
　蓄電池関連産業の集積等）

● 炭素繊維再資源化事業
● 太陽光発電設備･バッテリー再資源化事業
● 石炭灰混合材料製造事業
● 小型家電リサイクル
● エネルギーの地域利用

（　　　　　　　）木質系バイオマス等地域資源の利活用による循環型
まちづくりの形成、熱・電気の供給と再生可能エネルギ
ー・蓄電池によるスマートコミュニティ形成

（ロボットテストフィールドイメージ）

PICK UP! 相馬港LNG受入基地建設計画（石油資源開発㈱）

－ Smart Eco-parks －

New Industrial Accumulation

● スマート・エコパーク

－ Primary Industries Project －● 農林水産業プロジェクト

新たな産業集積

1. 国際廃炉研究開発拠点
　  （放射性物質分析・研究施設）

2. ロボット開発・実証拠点

● 廃炉研究の中核施設、
　福島第一原子力発電所近傍に設置
● 高濃度放射性物質（燃料デブリ等）の分析を行い、
　世界の研究者を集めた研究を実施

3. 国際産学連携拠点
● 全国の原子力関係の研究室が集結
● 廃炉、汚染水対策、環境修復、農林水産、医学等、
　現地ならではの教育研究を推進
● 産学連携体制を整備し、ベンチャー企業の創出促進
● 海外原子力技術者の研修も実施
● 原子力災害の教訓・
　知見を継承、世界に
　発信するための情報
　発信拠点
　（アーカイブ拠点）

● 廃炉作業等屋内を想定したロボットの試験施設。
　楢葉町に建設中（2015年運用開始）
● 企業や大学の研究・開発のための共用施設を整備

（1） モックアップ試験施設（屋内ロボット）

● 陸海空の災害対応ロボットについて、
　官民の研究・実証施設
● 災害対応ロボットの技術開発支援
● 研究・実証を円滑に進めるため、
　電波法や航空法等の規制緩和特区とする

（2） 福島ロボットテストフィールド（屋外ロボット）

（3） ロボット国際競技大会

4. 新たな産業集積
● 被災地の膨大な廃棄物のリサイクルや
　希少金属を抽出する拠点を整備｡地元雇用を創出

● スマート農業、バイオマス、CLT、水産研究施設強化

（1） スマート・エコパーク

● 高効率石炭火力、LNG基地、洋上風力等に関連した産業の集積
● 産総研を核とした研究開発、避難指示区域での
　再生可能エネルギーの大量導入

（2） エネルギー関連産業の集積

（3） 農林水産業プロジェクト

5. インフラ整備
● 常磐自動車道の全線復旧、JR常磐線の早期復旧、
　ふくしま復興再生道路等の整備

（1）交通インフラ

● 産業用地や生産・物流施設、事務所等を浜通りに
　計画的に整備。双葉郡の中高一貫校（2015年開校）

（2）産業・生活インフラ

（国際産学連携拠点イメージ）

取組を検討していく事業

ＬＮＧタンク（地上式23万ｋｌ×１基）、
ＬＮＧ外航船受入バース、ＬＮＧ内航
船出荷バース、ＬＮＧ気化器２基、
LNGローリー出荷設備ほか（以上
の設備は天然ガス需要の増加に合
わせて将来増設可能）また、基地に
隣接して天然ガス火力発電所の建
設を検討中（60万ｋW×2軸）

相馬LNG基地の概要
名　　称
事業主体
建設地点

主要設備

相馬LNG基地
石油資源開発㈱
福島県相馬郡新地町
（相馬港4号埠頭地区） 【完成予想図】

（基地建設状況：H27.12月撮影）

３つの柱と10のプロジェクト

･ロボット技術等を活用した省力化の実証
･土壌センサー（GPSを用いた精密ほ場管理）開発等水稲超省力･大規模生産プロジェクト

畑作物大規模生産プロジェクト

環境制御型施設園芸構築プロジェクト

フラワー･コースト創造プロジェクト

阿武隈高地畜産業クラスタープロジェクト

県産材の新たな需要創出プロジェクト

水産研究拠点整備プロジェクト

作業支援プロジェクト

プロジェクト名 概　　　　　要

1

2

3

4

5

6

7

8

･播種･収穫ロボットの研究開発及び実証試験
･収穫物に付着した土壌除去技術の実用化

･植物工場の導入
･先端技術を活用した施設園芸の導入

･食用以外への作物の転換
･花き植物園の整備

･ICT、ロボット技術等を活用した家畜の個体管理技術の開発･実証
･ICT、ロボット技術等の導入モデル農場の整備

･林業用ロボットの開発･導入
･CLT等新技術の導入　　･木質バイオマス利用施設の導入

･魚介類の安全性確保のための技術開発
･資源の持続的利用･経営安定向上のための技術開発及び
  魅力ある産業への転換のための技術開発

･ロボット技術の開発･導入
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The Fukushima International Research and Industry Develop-
ment Project (Innovation Coast Project) put together in June 2014 
has as its aim the revitalization of the Hamadori region of Fuku-
shima, and we are establishing a brand new research industry 
location including decommissioning research, robot research, and 
verification location to match the timing of the Tokyo Olympics 
and Paralympics in 2020, to create new technologies and indus-
tries that are the envy of the world. Using innovation, we hope to 
rebuild our industrial base, and in addition to assisting with 
returning evacuees to their homes, we will participate in new com-
munities with the hope of making the rebirth of an appealing, 
vibrant society a reality.

　平成26年6月に取りまとめられた「福島･国際研究産業都市構想（イ
ノベーション・コースト構想）」では、本県浜通りを中心とする地域経済
の復興のため、オリンピック・パラリンピック開催の２０２０年を当面の目
標に廃炉の研究拠点、ロボットの研究、実証拠点などの新たな研究産
業拠点を整備することで、世界に誇れる新技術や新産業を創出し、イ
ノベーションによる産業基盤の再構築を図り、避難を余儀なくされた住
民の帰還に加え、新たな住民のコミュニティの参画を進めることによ
り、魅力あふれる地域再生を実現していくことを目指しています。

　浜通り地域において、太陽光パネルやリ
チウムイオン電池等、今後の進展が期待さ
れる分野を対象とする最先端リサイクル事
業や現地の廃棄物を原料としたリサイクル
事業を柱とし、今後の持続可能な社会づくり
を先導できるような地域を目指して、環境・リ
サイクル産業を将来の重点産業として育て
ていくため新産業創造を推進していきます。

福島･国際研究産業都市構想（イノベーション・コースト構想）
～“世界が注目する「浜通り」の再生”を目指して ～

－ Energy-related Industry Accumulation －

福島･国際研究産業都市構想 イノベーション･
コースト構想（　　　）

Fukushima International Research and Industry Development Project（Innovation Coast Project）
Our aim ̶ the Rebirth of Hamadori, in the Global Spotlight

イノベーション・コースト構想の柱

Hamadori is home to several large-scale energy-related 
projects ̶ these include an LNG （Liquid Natural Gas） depot 
in Soma Harbor; high-efficiency coal-fired power generation 
（IGCC） in the Hirono and Nakoso Thermal Power Plants; 
and floating wind turbine experiments. We are gathering 
related industries based around these core projects.

Throughout the Hamadori region , 
advanced recycling businesses, as well 
as recycling businesses that use locally 
produced waste as raw mater ia ls 
including waste from promising new 
technologies such as solar panels and 
lithium-ion batteries will play an impor-
tant part. In the future, our aim will be 
to achieve a recycling-oriented society, 
and so we are promoting the creation 
of new businesses in order to make 
environmental and recycl ing busi-
nesses important to our futures.

　浜通りにおいては、相馬港におけるＬＮＧ（液化天然ガス）受入れ基地や広野火力
発電所・勿来共同火力発電所における高効率石炭火力発電（IGCC）プロジェクト、洋
上風力発電の実証など、大規模エネルギー関連プロジェクトが立ち上がっている。こ
うしたものを核として、周辺において関連産業を集積を推進していきます。

● エネルギー関連産業の集積

The primary industries project incorporates robot technologies, 
environmental control systems, and other advanced technolo-
gies, and aims to be the new frontier of primary industries in 
Japan. By putting these advanced primary industry technolo-
gies into practice throughout Japan, this should help in the 
restoration and rebirth of Japan's primary industries. This also 
promotes the participation of new businesses, and aims to 
revive primary industry in the Hamadori region.

　農林水産プロジェクトは、ロボット技術や環境制
御システムなどの先端技術等を取り入れ、日本の
農林水産業のフロンティアを目指し、先進的な農
林水産業を全国に先駆けて実践することで、農林
水産業の復興・再生を図っていくものです。また、
新たな企業の参入等を促進し、浜通り地域の農林
水産業の復興を目指していきます。

原子力に依存しない「新たなエネルギーの創出」による復興の加速化
①避難地域・再生可能エネルギー復興支援プロジェクト
②風力発電拠点形成プロジェクト（陸上・洋上）　
③高効率石炭火力発電（IGCC）プロジェクト
④天然ガス（LNG）火力発電プロジェクト

地域で生産した「エネルギーの地産地消」

⑤天然ガス（LNG）の地域利用促進プロジェクト
⑥復興まちづくりのためのスマートコミュニティ形成プロジェクト
⑦水素によるエネルギー貯蔵・効率的利用プロジェクト
⑧バイオマスプロジェクト(メタン発酵・藻類)
⑨小水力発電導入拡大プロジェクト

エネルギー供給だけでない「関連産業の集積」による安定した雇用創出

⑩浜通りのポテンシャルを生かした産業の集積
 （LNＧ受入基地周辺における冷熱産業、風力発電、
　蓄電池関連産業の集積等）

● 炭素繊維再資源化事業
● 太陽光発電設備･バッテリー再資源化事業
● 石炭灰混合材料製造事業
● 小型家電リサイクル
● エネルギーの地域利用

（　　　　　　　）木質系バイオマス等地域資源の利活用による循環型
まちづくりの形成、熱・電気の供給と再生可能エネルギ
ー・蓄電池によるスマートコミュニティ形成

（ロボットテストフィールドイメージ）

PICK UP! 相馬港LNG受入基地建設計画（石油資源開発㈱）

－ Smart Eco-parks －

New Industrial Accumulation

● スマート・エコパーク

－ Primary Industries Project －● 農林水産業プロジェクト

新たな産業集積

1. 国際廃炉研究開発拠点
　  （放射性物質分析・研究施設）

2. ロボット開発・実証拠点

● 廃炉研究の中核施設、
　福島第一原子力発電所近傍に設置
● 高濃度放射性物質（燃料デブリ等）の分析を行い、
　世界の研究者を集めた研究を実施

3. 国際産学連携拠点
● 全国の原子力関係の研究室が集結
● 廃炉、汚染水対策、環境修復、農林水産、医学等、
　現地ならではの教育研究を推進
● 産学連携体制を整備し、ベンチャー企業の創出促進
● 海外原子力技術者の研修も実施
● 原子力災害の教訓・
　知見を継承、世界に
　発信するための情報
　発信拠点
　（アーカイブ拠点）

● 廃炉作業等屋内を想定したロボットの試験施設。
　楢葉町に建設中（2015年運用開始）
● 企業や大学の研究・開発のための共用施設を整備

（1） モックアップ試験施設（屋内ロボット）

● 陸海空の災害対応ロボットについて、
　官民の研究・実証施設
● 災害対応ロボットの技術開発支援
● 研究・実証を円滑に進めるため、
　電波法や航空法等の規制緩和特区とする

（2） 福島ロボットテストフィールド（屋外ロボット）

（3） ロボット国際競技大会

4. 新たな産業集積
● 被災地の膨大な廃棄物のリサイクルや
　希少金属を抽出する拠点を整備｡地元雇用を創出

● スマート農業、バイオマス、CLT、水産研究施設強化

（1） スマート・エコパーク

● 高効率石炭火力、LNG基地、洋上風力等に関連した産業の集積
● 産総研を核とした研究開発、避難指示区域での
　再生可能エネルギーの大量導入

（2） エネルギー関連産業の集積

（3） 農林水産業プロジェクト

5. インフラ整備
● 常磐自動車道の全線復旧、JR常磐線の早期復旧、
　ふくしま復興再生道路等の整備

（1）交通インフラ

● 産業用地や生産・物流施設、事務所等を浜通りに
　計画的に整備。双葉郡の中高一貫校（2015年開校）

（2）産業・生活インフラ

（国際産学連携拠点イメージ）

取組を検討していく事業

ＬＮＧタンク（地上式23万ｋｌ×１基）、
ＬＮＧ外航船受入バース、ＬＮＧ内航
船出荷バース、ＬＮＧ気化器２基、
LNGローリー出荷設備ほか（以上
の設備は天然ガス需要の増加に合
わせて将来増設可能）また、基地に
隣接して天然ガス火力発電所の建
設を検討中（60万ｋW×2軸）

相馬LNG基地の概要
名　　称
事業主体
建設地点

主要設備

相馬LNG基地
石油資源開発㈱
福島県相馬郡新地町
（相馬港4号埠頭地区） 【完成予想図】

（基地建設状況：H27.12月撮影）

３つの柱と10のプロジェクト

･ロボット技術等を活用した省力化の実証
･土壌センサー（GPSを用いた精密ほ場管理）開発等水稲超省力･大規模生産プロジェクト

畑作物大規模生産プロジェクト

環境制御型施設園芸構築プロジェクト

フラワー･コースト創造プロジェクト

阿武隈高地畜産業クラスタープロジェクト

県産材の新たな需要創出プロジェクト

水産研究拠点整備プロジェクト

作業支援プロジェクト

プロジェクト名 概　　　　　要

1

2

3

4

5

6

7

8

･播種･収穫ロボットの研究開発及び実証試験
･収穫物に付着した土壌除去技術の実用化

･植物工場の導入
･先端技術を活用した施設園芸の導入

･食用以外への作物の転換
･花き植物園の整備

･ICT、ロボット技術等を活用した家畜の個体管理技術の開発･実証
･ICT、ロボット技術等の導入モデル農場の整備

･林業用ロボットの開発･導入
･CLT等新技術の導入　　･木質バイオマス利用施設の導入

･魚介類の安全性確保のための技術開発
･資源の持続的利用･経営安定向上のための技術開発及び
  魅力ある産業への転換のための技術開発

･ロボット技術の開発･導入
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安心した生活環境
魅力ある自然や多彩なレジャーで充実した福島ライフ
Happy life in Fukushima with beautiful nature and bountiful leisure activities

A Safe Living Environment

Fukushima Prefecture has rich nature, including “ Oze,” which was desig-
nated as a national park in August 2007. Moreover, each of the “Aizu,”
“Naka- Dori, ” and “Hama- Dori ” regions has a unique environment, offering 
various interesting landscapes. One of the appeals of the nature of Fuku-
shima is its versatility that can be enjoyed in every season.
There is a variety of tourist attractions for you to enjoy the great nature of 
all four seasons, namely golfing, skiing, sea bathing, and other leisure activi-
ties, or relaxing in onsen hot springs.

　福島県は平成19年8月に国立公園として指定された「尾瀬」をはじ
め、豊かな自然に恵まれています。また、「会津」・「中通り」・「浜通り」
それぞれ環境に特徴を持っており、様々な趣のある風景を見ること
ができます。四季を通じ、幅広く堪能することができることも福島県
の自然の魅力です。
　ゴルフ、スキー、海水浴、温泉とフルシーズン大自然と触れあうこ
とができる観光スポットが多数あり、多彩なレジャーを楽しむこと
ができます。

県内の空間放射線量は確実に低減しています
Steady Drops in Airborne Radiation

　県内の空間放射線量は、平成23年4月時点に比べ、大幅に減少してきています。また、住宅などの除染が着実に進んできています。

（日本観光協会「数字でみる観光」2014）
（環境省自然環境局・総務省自治税務局）

15
国立公園・国定公園
県立自然公園

137
温泉地

18
スキー場

57
ゴルフ場

88
キャンプ場

Fukushima Prefecture takes all measures to protect the physical and mental health of residents, 
and is conducting "prefectural health checks" with the aim of maintaining and increasing their 
health, also carrying out measurements of harmful radiation, and conducting thyroid checks.
The range of ages eligible for assistance with medical costs has been expanded with the aims of 
protecting children's health, letting people raise children without concern, and of creating an 
environment friendly to families. As of October 2012, the prefecture instituted free medical care 
for all residents under 18 years of age, ensuring an environment where child raising is carried 
out through involvement of the community as a whole. 

Airborne radiation in Fukushima Prefecture has dropped dramatically since April 2011, and decontamination of housing is continuing.

　福島県では、県民の心身の健康を見守り、将来にわたる県民の健康
の維持、増進を図ることを目的とした「県民健康調査」に取り組み、県
民の被ばく線量の推計や甲状腺検査などを実施しています。
　また、子どもの健康を守り、県内で安心して子どもを生み、育てやす
い環境づくりを進めるため医療費助成の年齢拡大を行い、平成24年
10月から18歳以下の県民の医療費無料化を行い社会全体で子育て
ができる環境整備に取り組んでいます。

安心した県民の健康管理体制、子育て支援体制
Health Management Systems and Child Support System for Residents' Peace of Mind

福島県の子育て支援施策の一例
保育や医療費など本県独自の経済的支援
● １８歳以下の医療費助成　　● 多子世帯の保育料補助

社会全体で子育てを応援
● 子育て応援パスポート事業
　　18歳までの子供1人につき1枚配布する「ファミたんカード」を提示する
と、県内約4,200協賛店で様々なサービスが受けられる制度。

● 「次世代育成支援企業認証制度」

福島県の県民健康維持施策の一例
県民健康調査
● 東日本大震災発災時の県内居住者を対象とした「基本調査」
● 震災時18歳以下と対象とした「甲状腺検査」
● ホールボディーカウンターによる内部被ばく検査

【放射線量の推移】
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【データ出典】福島県災害対策本部（暫定値）

（単位：μSv/h（マイクロシーベルト/毎時））

List of Industrial Parks in Fukushima Prefecture

福島県工業団地一覧 ※震災対応により分譲を休止している場合があります。

<Special Provision>: Special Industrial Park
As per the Factory Location Act, in the case that there are green areas suitably arranged as shared facilities in an industrial park, as a method for calculating the land areas, green areas and environmental surfaces that function as the basis for production facilities surface ratios, 
afforested area ratios, environmental facilities area ratios, for factories located in the said industrial park, a special system is applied in the said industrial park for allotting in proportion to the fixed surface areas of the various factories located in the shared facilities area and 
calculating fixed land areas, green areas, and environmental facilities areas.

〈特例〉:特例工業団地
工場立地法において、工業団地の共通施設として適切に配置された緑地等がある場合、その工業団地に入居する工場等の生産施設面積率、緑化面積率、環境施設面積率等の根拠となる敷地面積、緑地面積、環境施設面積を計
算上求める方法として当該共通施設面積に各工場等の固有の施設面積の大小に応じて比例配分し、固有の敷地面積、緑地面積、環境施設面積に加算することができる特例制度が適用になる工業団地です。

工業団地名 所在地 価格（円／ｍ2） 輸送条件工業団地
総面積（ha）

工場用地
面積（ha）

分譲可能
面積（ha）

❶松川

❷小沢

❸見城坂

❹中山

❺川俣西部
❻郡山西部第一（第1期工区）

❼郡山西部第二
❽須賀川テクニカルリサーチガーデン

❾田村市産業団地

10ハイテク大山

11石川藤沢
12工業の森・新白河A工区

13工業の森・新白河C工区

14新白河ビジネスパーク

15堂山業務用団地

16泉崎村中核

17矢吹テクノパーク

18会津若松徳久

19熱塩加納

20西会津

21会津美里町高田

22相馬中核東地区

23相馬中核西地区

24相馬南第二

25駒ヶ嶺

26新地南

27南相馬市復興

28富岡

29大熊西

30楢葉町産業団地

31広野

32田ノ入

33いわき四倉中核

34相馬港5号埠頭

東北道

東北道　二本松IC

東北道　福島飯坂IC

東北道　福島西IC

東北道　福島西IC

東北道　郡山IC

東北道　郡山IC

東北道　須賀IIIC

常磐道

東北道　矢吹IC

東北道　矢吹IC

東北道　白河中央スマー卜IC

東北道　白河中央スマー卜IC

東北道　白河IC

東北道　矢吹IC

東北道　矢吹IC

東北道　矢吹IC

磐越道　会津若松IC

磐越道　会津若松IC

磐越道　西会津IC

磐越道　新鶴スマー卜IC

常磐道　新地IC

常磐道　新地IC

常磐道　相馬IC

常磐道　新地IC

常磐道　新地IC

常磐道　南相馬IC

常磐道　常磐富岡IC

常磐道　常磐富岡IC

常磐道　広野IC

常磐道　広野IC

常磐道　常磐富岡

常磐道　いわき四倉IC

常磐道　新地IC
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川俣町

川俣町

郡山市
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須賀川市

田村市
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白河市

泉崎村

矢吹町

会津若松市

喜多方市

西会津町

会津美里町

相馬市・新地町

相馬市
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新地町

新地町

南相馬市

富岡町

大熊町

楢葉町

広野町

川内村

いわき市

新地町

Fukushima City

Nihonmatsu City
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Kawamata Town
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Koriyama City
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Tamura City

Ten’ei Village
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Izumizaki Village
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Tomioka Town

Okuma Town

Naraha Town

Hirono Town

Kawauchi Village

Iwaki City

Shinchi Town

Matsukawa

Ozawa

Mijyozaka

Nakayama

Kawamata West district

Koriyama West Industrial Park 1

Koriyama West Industrial Park 2

Sukagawa Technical Research Garden

Tamura City Industrial Park

High Tech Oyama

Ishikawa Fujisawa

Industrial Forest - Shinshirakawa Block AI

Industrial Forest - Shinshirakawa Block AI

Shinshirakawa Business Park

Doyama Business Park

Izumizaki Village Center

Yabuki Techno Park

Aizu-Wakamatsu Tokuhisa

Atsushiokano
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Aizu Misato Town Takada

Soma Center East District

Soma Center West District

Soma South 2
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Shinchi Minami

Minamisoma City Restoration
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Okuma West

Naraha Industrial Park

Hirono

Tanoiri

Iwaki Yotsukura Center

Soma Harbor #5 Wharf
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安心した生活環境
魅力ある自然や多彩なレジャーで充実した福島ライフ
Happy life in Fukushima with beautiful nature and bountiful leisure activities

A Safe Living Environment

Fukushima Prefecture has rich nature, including “ Oze,” which was desig-
nated as a national park in August 2007. Moreover, each of the “Aizu,”
“Naka- Dori, ” and “Hama- Dori ” regions has a unique environment, offering 
various interesting landscapes. One of the appeals of the nature of Fuku-
shima is its versatility that can be enjoyed in every season.
There is a variety of tourist attractions for you to enjoy the great nature of 
all four seasons, namely golfing, skiing, sea bathing, and other leisure activi-
ties, or relaxing in onsen hot springs.

　福島県は平成19年8月に国立公園として指定された「尾瀬」をはじ
め、豊かな自然に恵まれています。また、「会津」・「中通り」・「浜通り」
それぞれ環境に特徴を持っており、様々な趣のある風景を見ること
ができます。四季を通じ、幅広く堪能することができることも福島県
の自然の魅力です。
　ゴルフ、スキー、海水浴、温泉とフルシーズン大自然と触れあうこ
とができる観光スポットが多数あり、多彩なレジャーを楽しむこと
ができます。

県内の空間放射線量は確実に低減しています
Steady Drops in Airborne Radiation

　県内の空間放射線量は、平成23年4月時点に比べ、大幅に減少してきています。また、住宅などの除染が着実に進んできています。

（日本観光協会「数字でみる観光」2014）
（環境省自然環境局・総務省自治税務局）

15
国立公園・国定公園
県立自然公園

137
温泉地

18
スキー場

57
ゴルフ場

88
キャンプ場

Fukushima Prefecture takes all measures to protect the physical and mental health of residents, 
and is conducting "prefectural health checks" with the aim of maintaining and increasing their 
health, also carrying out measurements of harmful radiation, and conducting thyroid checks.
The range of ages eligible for assistance with medical costs has been expanded with the aims of 
protecting children's health, letting people raise children without concern, and of creating an 
environment friendly to families. As of October 2012, the prefecture instituted free medical care 
for all residents under 18 years of age, ensuring an environment where child raising is carried 
out through involvement of the community as a whole. 

Airborne radiation in Fukushima Prefecture has dropped dramatically since April 2011, and decontamination of housing is continuing.

　福島県では、県民の心身の健康を見守り、将来にわたる県民の健康
の維持、増進を図ることを目的とした「県民健康調査」に取り組み、県
民の被ばく線量の推計や甲状腺検査などを実施しています。
　また、子どもの健康を守り、県内で安心して子どもを生み、育てやす
い環境づくりを進めるため医療費助成の年齢拡大を行い、平成24年
10月から18歳以下の県民の医療費無料化を行い社会全体で子育て
ができる環境整備に取り組んでいます。

安心した県民の健康管理体制、子育て支援体制
Health Management Systems and Child Support System for Residents' Peace of Mind

福島県の子育て支援施策の一例
保育や医療費など本県独自の経済的支援
● １８歳以下の医療費助成　　● 多子世帯の保育料補助

社会全体で子育てを応援
● 子育て応援パスポート事業
　　18歳までの子供1人につき1枚配布する「ファミたんカード」を提示する
と、県内約4,200協賛店で様々なサービスが受けられる制度。

● 「次世代育成支援企業認証制度」

福島県の県民健康維持施策の一例
県民健康調査
● 東日本大震災発災時の県内居住者を対象とした「基本調査」
● 震災時18歳以下と対象とした「甲状腺検査」
● ホールボディーカウンターによる内部被ばく検査

【放射線量の推移】
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【データ出典】福島県災害対策本部（暫定値）
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List of Industrial Parks in Fukushima Prefecture

福島県工業団地一覧 ※震災対応により分譲を休止している場合があります。

<Special Provision>: Special Industrial Park
As per the Factory Location Act, in the case that there are green areas suitably arranged as shared facilities in an industrial park, as a method for calculating the land areas, green areas and environmental surfaces that function as the basis for production facilities surface ratios, 
afforested area ratios, environmental facilities area ratios, for factories located in the said industrial park, a special system is applied in the said industrial park for allotting in proportion to the fixed surface areas of the various factories located in the shared facilities area and 
calculating fixed land areas, green areas, and environmental facilities areas.

〈特例〉:特例工業団地
工場立地法において、工業団地の共通施設として適切に配置された緑地等がある場合、その工業団地に入居する工場等の生産施設面積率、緑化面積率、環境施設面積率等の根拠となる敷地面積、緑地面積、環境施設面積を計
算上求める方法として当該共通施設面積に各工場等の固有の施設面積の大小に応じて比例配分し、固有の敷地面積、緑地面積、環境施設面積に加算することができる特例制度が適用になる工業団地です。

工業団地名 所在地 価格（円／ｍ2） 輸送条件工業団地
総面積（ha）

工場用地
面積（ha）

分譲可能
面積（ha）

❶松川

❷小沢

❸見城坂

❹中山

❺川俣西部
❻郡山西部第一（第1期工区）

❼郡山西部第二
❽須賀川テクニカルリサーチガーデン

❾田村市産業団地

10ハイテク大山

11石川藤沢
12工業の森・新白河A工区

13工業の森・新白河C工区

14新白河ビジネスパーク

15堂山業務用団地

16泉崎村中核

17矢吹テクノパーク

18会津若松徳久

19熱塩加納

20西会津

21会津美里町高田

22相馬中核東地区

23相馬中核西地区

24相馬南第二

25駒ヶ嶺

26新地南

27南相馬市復興

28富岡

29大熊西

30楢葉町産業団地

31広野

32田ノ入

33いわき四倉中核

34相馬港5号埠頭

東北道

東北道　二本松IC

東北道　福島飯坂IC

東北道　福島西IC

東北道　福島西IC

東北道　郡山IC

東北道　郡山IC

東北道　須賀IIIC

常磐道

東北道　矢吹IC

東北道　矢吹IC

東北道　白河中央スマー卜IC

東北道　白河中央スマー卜IC

東北道　白河IC

東北道　矢吹IC

東北道　矢吹IC

東北道　矢吹IC

磐越道　会津若松IC

磐越道　会津若松IC

磐越道　西会津IC

磐越道　新鶴スマー卜IC

常磐道　新地IC

常磐道　新地IC

常磐道　相馬IC

常磐道　新地IC

常磐道　新地IC

常磐道　南相馬IC

常磐道　常磐富岡IC

常磐道　常磐富岡IC

常磐道　広野IC

常磐道　広野IC

常磐道　常磐富岡

常磐道　いわき四倉IC

常磐道　新地IC
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3.7

0.3

5.6

1.7

5.1

0.5

2.7

4.1

9.4

18.8

6.1

2.0

5.4

47.5

8.2

12.2

26.0

4.5

7.3

25.7

7.6

福島市

二本松市

伊達市

川俣町

川俣町

郡山市

郡山市

須賀川市

田村市

天栄村

石川町

白河市

白河市

白河市

白河市

泉崎村

矢吹町

会津若松市

喜多方市

西会津町

会津美里町

相馬市・新地町

相馬市

相馬市

新地町

新地町

南相馬市

富岡町

大熊町

楢葉町

広野町

川内村

いわき市

新地町

Fukushima City

Nihonmatsu City

Date City

Kawamata Town

Kawamata Town

Koriyama City

Koriyama City

Sukagawa City

Tamura City

Ten’ei Village

Ishikawa Town

Shirakawa City

Shirakawa City

Shirakawa City

Shirakawa City

Izumizaki Village

Yabuki Town

AIZUwakamatsu City

Kitakata City

Nishiaizu Town

Aizu Misato Town

Soma City - Shinchi Town

Soma City

Soma City

Shinchi Town

Shinchi Town

South Soma City

Tomioka Town

Okuma Town

Naraha Town

Hirono Town

Kawauchi Village

Iwaki City

Shinchi Town

Matsukawa

Ozawa

Mijyozaka

Nakayama

Kawamata West district

Koriyama West Industrial Park 1

Koriyama West Industrial Park 2

Sukagawa Technical Research Garden

Tamura City Industrial Park

High Tech Oyama

Ishikawa Fujisawa

Industrial Forest - Shinshirakawa Block AI

Industrial Forest - Shinshirakawa Block AI

Shinshirakawa Business Park

Doyama Business Park

Izumizaki Village Center

Yabuki Techno Park

Aizu-Wakamatsu Tokuhisa

Atsushiokano

Nishi Aizu

Aizu Misato Town Takada

Soma Center East District

Soma Center West District

Soma South 2

Komagamine

Shinchi Minami

Minamisoma City Restoration

Tomioka

Okuma West

Naraha Industrial Park

Hirono

Tanoiri

Iwaki Yotsukura Center

Soma Harbor #5 Wharf

14,400

6,600

25,700

13,000～16,000

18,000～21,000

11,000

13,000

8,500

未定

18,000

15,000

5,100

18,000

9,000

10,114～11,258

3,400

3,300

9,000～10,000

6,800

7,300

未定

10,000

16,000

約9,950～

福島西IC
福島松川PAスマートIC

小野IC
田村中央SIC

11㎞
4㎞

13㎞
6㎞

県
北
地
域

県
中
地
域

県
南
地
域

会
津
地
域

相
双
地
域

い
わ
き

地
域

相
双

地
域
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いわき

会津若松

※市町村区分は平成26年3月31日現在のものです。

白河市

❷
❶

❸

❹❺

❼
❻

❽
10

1112

14

16

1715

13

19

20

21
18

22

253426
23

24

27

28
30

31

32
❾

29

33

県中地域の特色

石川母畑

平田西

蓬田PA

❼
❻

❽

❾

10

11

田村中央SIC（仮称)

白河中央SIC

13
1215

16

14

17

塩川 IC
湯川北IC
湯川南IC

（至米沢）

（至新津）

（至日光）

20

21 18

19
喜多方IC

会津若松北IC

※市町村区分は平成27年3月31日現在のものです。

福島松川SIC

福島北JCT(仮称)

国道4号IC(仮称)

福島保原線IC(仮称)

霊山IC(仮称)

阿武隈IC(仮称)

❸

❷

❶
❺❹

福島県
全体を占める
割合

17
%

27
%

27
%

27
%

27
%

面積：2,406.29km2
（福島県の総面積：13,782.76km2）

人口：532,037人
（福島県の総人口：1,936,630人）

製造業事業所：1,045
（福島県の総事業所：3,832）

製造業従業者数：40,237人
（福島県の総従業者数：150,818人）

製造品出荷額等：12,808億円
（福島県の製造品出荷額等：47,625億円）

福島県
全体を占める
割合

9
%

8
%

11
%

13
%

15
%

面積：1,233.24km2
（福島県の総面積：13,782.76km2）

人口：145,382人
（福島県の総人口：1,936,630人）

製造業事業所：437
（福島県の総事業所：3,832）

製造業従業者数：20,344人
（福島県の総従業者数：150,818人）

製造品出荷額等：7,368億円
（福島県の製造品出荷額等：47,625億円）

※各数値は、「福島県企画調整部統計分析課編：一目でわかる福島県の指標2015」から抜粋 ※市町村区分は平成27年3月31日現在のものです。

会津地域の特色

相双・いわき地域の特色

県北地域の特色

県南地域の特色

福島県
全体を占める
割合

39
%

14
%

15
%

13
%

8
%

面積：5,420.69km2
（福島県の総面積：13,782.76km2）

人口：278,056人
（福島県の総人口：1,936,630人）

製造業事業所：569
（福島県の総事業所：3,832）

製造業従業者数：19,132人
（福島県の総従業者数：150,818人）

製造品出荷額等：3,897億円
（福島県の製造品出荷額等：47,625億円）

※各数値は、「福島県企画調整部統計分析課編：
　一目でわかる福島県の指標2015」から抜粋

※市町村区分は平成27年3月31日現在のものです。

面積：2,969.12km2
（福島県の総面積：13,782.76km2）

人口：504,636人
（福島県の総人口：1,936,630人）

製造業事業所：872
（福島県の総事業所：3,832）

製造業従業者数：32,062人
（福島県の総従業者数：150,818人）

製造品出荷額等：11,291億円
（福島県の製造品出荷額等：47,625億円）

福島県
全体を占める
割合

21
%

24
%

22
%

26
%

23
%

福島県
全体を占める
割合

25
%

26
%

26
%

面積：1,753.42km2
（福島県の総面積：13,782.76km2）

人口：476,519人
（福島県の総人口：1,936,630人）

製造業事業所：909
（福島県の総事業所：3,832）

製造業従業者数：39,043人
（福島県の総従業者数：150,818人）

製造品出荷額等：12,230億円
（福島県の製造品出荷額等：47,625億円）

13
%

24
%

※各数値は、「福島県企画調整部統計分析課編：
　一目でわかる福島県の指標2015」から抜粋

※市町村区分は平成27年3月31日現在のものです。

※各数値は、「福島県企画調整部統計分析課編：
　一目でわかる福島県の指標2015」から抜粋

※市町村区分は平成27年3月31日現在のものです。

※各数値は、「福島県企画調整部統計分析課編：
　一目でわかる福島県の指標2015」から抜粋

南相馬IC

南相馬鹿島IC

ならはSIC（仮称）

いわき小名浜IC（仮称）

33

31

32
30

28

29

24

27

23

26 25 34

22

双葉IC

大熊IC

半導体関連産業を中心に集積が進んでいるエリア。また、コン
ピュータ理工学専門大学「会津大学」を産学連携の拠点として、
情報通信関連産業などの新たな企業が創出されています。

各地域の特色と工業団地マップ

半導体関連・情報通信関連、産業拠点として躍進

東北自動車道、東北新幹線、山形新幹線などの利便性を有し、電気・機械・電子産
業を中心に集積が進んでいます。高等教育機関や文化施設、生涯学習施設が充実
し生活環境が豊かな地域です。

電気・機械産業を中心に集積が進む

重要港湾・相馬港を抱えるとともに、
常磐自動車道の延伸や工業用水の
整備など産業基盤の整備が進む地
域。温暖な気候に恵まれ、県北地域
や宮城県との連携も容易です。

進む産業基盤の整備
隣県との連携も有利

輸送用機械関連企業のほか化学工
業関連企業が多数立地し工業集積
が進む地域です。常磐自動車道、重
要港湾・小名港湾により国内外との
効率的な物流が可能です。

輸送用機械関連産業
化学工業が中心の地域

東北自動車道、東北新幹線の利便性
はもとより、あぶくま高原道路により
福島空港へのアクセスも良好です。
首都圏に隣接しているという好立地
条件から今後更なる発展が期待さ
れる地域です。

首都圏に最も近く、成長著しい地域

東北自動車道と磐越自動車道の結節点
で経済産業活動が活発な地域。
産学連携が活発に行われ高度技術産
業の集積が極めて高いエリアで、特に
近年は医療・福祉機器産業クラスター
の形成が進んでいます。

医療・福祉機器などの
高度技術産業集積地域
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いわき

会津若松

※市町村区分は平成26年3月31日現在のものです。

白河市

❷
❶

❸

❹❺

❼
❻

❽
10

1112

14

16

1715

13

19

20

21
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22

253426
23

24

27

28
30

31

32
❾

29

33

県中地域の特色

石川母畑

平田西

蓬田PA

❼
❻

❽

❾

10

11

田村中央SIC（仮称)

白河中央SIC

13
1215

16

14

17

塩川 IC
湯川北IC
湯川南IC

（至米沢）

（至新津）

（至日光）

20

21 18

19
喜多方IC

会津若松北IC

※市町村区分は平成27年3月31日現在のものです。

福島松川SIC

福島北JCT(仮称)

国道4号IC(仮称)

福島保原線IC(仮称)

霊山IC(仮称)

阿武隈IC(仮称)

❸

❷

❶
❺❹

福島県
全体を占める
割合

17
%

27
%

27
%

27
%

27
%

面積：2,406.29km2
（福島県の総面積：13,782.76km2）

人口：532,037人
（福島県の総人口：1,936,630人）

製造業事業所：1,045
（福島県の総事業所：3,832）

製造業従業者数：40,237人
（福島県の総従業者数：150,818人）

製造品出荷額等：12,808億円
（福島県の製造品出荷額等：47,625億円）

福島県
全体を占める
割合

9
%

8
%

11
%

13
%

15
%

面積：1,233.24km2
（福島県の総面積：13,782.76km2）

人口：145,382人
（福島県の総人口：1,936,630人）

製造業事業所：437
（福島県の総事業所：3,832）

製造業従業者数：20,344人
（福島県の総従業者数：150,818人）

製造品出荷額等：7,368億円
（福島県の製造品出荷額等：47,625億円）

※各数値は、「福島県企画調整部統計分析課編：一目でわかる福島県の指標2015」から抜粋 ※市町村区分は平成27年3月31日現在のものです。

会津地域の特色

相双・いわき地域の特色

県北地域の特色

県南地域の特色

福島県
全体を占める
割合

39
%

14
%

15
%

13
%

8
%

面積：5,420.69km2
（福島県の総面積：13,782.76km2）

人口：278,056人
（福島県の総人口：1,936,630人）

製造業事業所：569
（福島県の総事業所：3,832）

製造業従業者数：19,132人
（福島県の総従業者数：150,818人）

製造品出荷額等：3,897億円
（福島県の製造品出荷額等：47,625億円）

※各数値は、「福島県企画調整部統計分析課編：
　一目でわかる福島県の指標2015」から抜粋

※市町村区分は平成27年3月31日現在のものです。

面積：2,969.12km2
（福島県の総面積：13,782.76km2）

人口：504,636人
（福島県の総人口：1,936,630人）

製造業事業所：872
（福島県の総事業所：3,832）

製造業従業者数：32,062人
（福島県の総従業者数：150,818人）

製造品出荷額等：11,291億円
（福島県の製造品出荷額等：47,625億円）

福島県
全体を占める
割合

21
%

24
%

22
%

26
%

23
%

福島県
全体を占める
割合

25
%

26
%

26
%

面積：1,753.42km2
（福島県の総面積：13,782.76km2）

人口：476,519人
（福島県の総人口：1,936,630人）

製造業事業所：909
（福島県の総事業所：3,832）

製造業従業者数：39,043人
（福島県の総従業者数：150,818人）

製造品出荷額等：12,230億円
（福島県の製造品出荷額等：47,625億円）

13
%

24
%

※各数値は、「福島県企画調整部統計分析課編：
　一目でわかる福島県の指標2015」から抜粋

※市町村区分は平成27年3月31日現在のものです。

※各数値は、「福島県企画調整部統計分析課編：
　一目でわかる福島県の指標2015」から抜粋

※市町村区分は平成27年3月31日現在のものです。

※各数値は、「福島県企画調整部統計分析課編：
　一目でわかる福島県の指標2015」から抜粋

南相馬IC

南相馬鹿島IC

ならはSIC（仮称）

いわき小名浜IC（仮称）

33

31

32
30

28

29

24

27

23

26 25 34

22

双葉IC

大熊IC

半導体関連産業を中心に集積が進んでいるエリア。また、コン
ピュータ理工学専門大学「会津大学」を産学連携の拠点として、
情報通信関連産業などの新たな企業が創出されています。

各地域の特色と工業団地マップ

半導体関連・情報通信関連、産業拠点として躍進

東北自動車道、東北新幹線、山形新幹線などの利便性を有し、電気・機械・電子産
業を中心に集積が進んでいます。高等教育機関や文化施設、生涯学習施設が充実
し生活環境が豊かな地域です。

電気・機械産業を中心に集積が進む

重要港湾・相馬港を抱えるとともに、
常磐自動車道の延伸や工業用水の
整備など産業基盤の整備が進む地
域。温暖な気候に恵まれ、県北地域
や宮城県との連携も容易です。

進む産業基盤の整備
隣県との連携も有利

輸送用機械関連企業のほか化学工
業関連企業が多数立地し工業集積
が進む地域です。常磐自動車道、重
要港湾・小名港湾により国内外との
効率的な物流が可能です。

輸送用機械関連産業
化学工業が中心の地域

東北自動車道、東北新幹線の利便性
はもとより、あぶくま高原道路により
福島空港へのアクセスも良好です。
首都圏に隣接しているという好立地
条件から今後更なる発展が期待さ
れる地域です。

首都圏に最も近く、成長著しい地域

東北自動車道と磐越自動車道の結節点
で経済産業活動が活発な地域。
産学連携が活発に行われ高度技術産
業の集積が極めて高いエリアで、特に
近年は医療・福祉機器産業クラスター
の形成が進んでいます。

医療・福祉機器などの
高度技術産業集積地域
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【 凡例 】 ■分譲中 ■分譲済（内定） ■緑地 ■調節池 ■仮設施設等で使用中につき分譲休止中 
※排水：「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（県条例第18号）」の区分による。

（㎥/日）

中山工業団地（川俣町）4
■現　　況：造成済
■用途地域：工専
■分譲価格：25,700円/㎡
■地域指定：工適・過疎
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道500
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　福島西ICまで21㎞
■排　　水：単独処理後広瀬川･A水域
■電　　力：川俣変電所2㎞（特高）
■Ｎ　　値： －
■区画分割可否：否
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内（大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■川俣町初期投資支援補助金、川俣町雇用支援助成金

アサヒ通信㈱

川俣町産業課 ℡024-566-2111　E-mail sangyo@town.kawamata.lg.jp■問い合わせ先

工業団地内立地企業

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：白地
■分譲価格：6,600円/㎡
■地域指定：工適・過疎
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道432
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　福島飯坂ICまで19㎞
■排　　水：単独処理後小国川・
　　　　　　A水域
■電　　力：保原変電所6㎞（特高）
■Ｎ　　値：30
■区画分割可否：否
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内（大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■伊達市雇用促進奨励金、伊達市工場等誘致条例

東北コンクリート㈱、㈱伊達物産やまとフーズ
工業団地内立地企業

見城坂工業団地3

伊達市商工観光課 ℡024-577-3175　E-mail syoukou@city.date.fukushima.jp■問い合わせ先

（伊達市）

福島市・二本松市・伊達市・本宮市
伊達郡（桑折町・国見町・川俣町）・安達郡（大玉村）県北地域

Fukushima
■仮設施設等で使用中につき分譲休止中

■仮設施設等で使用中につき分譲休止中

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

19.0 8.9 8.2 0.7

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

7.9 4.0 2.5 1.1

（㎥/日）

小沢工業団地（二本松市）2
■現　　況：造成済
■用途地域：白地
■分譲価格：14,400円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道2,000
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　二本松ICまで10㎞
■排　　水：単独処理後払川・A水域
■電　　力：二本松変電所6.0㎞
　　　　　 （特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内（大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■二本松市工場等立地奨励金、二本松市雇用促進奨励金

㈱アマダ、東北江南㈱、コーミ金属㈱、和喜輸送㈱、㈱グリーンリサイクル、
㈱メタルセンター

二本松市商工課 ℡0243-55-5121　E-mail kigyoyuchi@city.nihonmatsu.lg.jp■問い合わせ先

工業団地内立地企業

■仮設施設等で使用中につき分譲休止中

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

18.0 13.9 11.3 2.6

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：工業・工専
■分譲価格：－ 円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道1,223
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　福島西ICまで11㎞
　　　　　　福島松川SICまで4㎞
■排　　水：単独処理後阿武隈川･A水域
■電　　力：金谷川変電所6.8㎞
   （特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：否
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■福島市用地取得助成金、福島市雇用奨励助成金

㈱福島芝浦電子、㈱ニュウワテック、㈱タツミフーズ、㈱TTS、㈲黒岩工作所
工業団地内立地企業

松川工業団地1

福島市企業立地課 ℡024-525-3723　E-mail kougyou@mail.city.fukushima.fukushima.jp■問い合わせ先

（福島市） 特例工業団地■仮設施設等で使用中につき分譲休止中

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

17.2 9.9 5.5 4.4
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【 凡例 】 ■分譲中 ■分譲済（内定） ■緑地 ■調節池 ■仮設施設等で使用中につき分譲休止中 
※排水：「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（県条例第18号）」の区分による。

（㎥/日）

中山工業団地（川俣町）4
■現　　況：造成済
■用途地域：工専
■分譲価格：25,700円/㎡
■地域指定：工適・過疎
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道500
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　福島西ICまで21㎞
■排　　水：単独処理後広瀬川･A水域
■電　　力：川俣変電所2㎞（特高）
■Ｎ　　値： －
■区画分割可否：否
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内（大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■川俣町初期投資支援補助金、川俣町雇用支援助成金

アサヒ通信㈱

川俣町産業課 ℡024-566-2111　E-mail sangyo@town.kawamata.lg.jp■問い合わせ先

工業団地内立地企業

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：白地
■分譲価格：6,600円/㎡
■地域指定：工適・過疎
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道432
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　福島飯坂ICまで19㎞
■排　　水：単独処理後小国川・
　　　　　　A水域
■電　　力：保原変電所6㎞（特高）
■Ｎ　　値：30
■区画分割可否：否
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内（大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■伊達市雇用促進奨励金、伊達市工場等誘致条例

東北コンクリート㈱、㈱伊達物産やまとフーズ
工業団地内立地企業

見城坂工業団地3

伊達市商工観光課 ℡024-577-3175　E-mail syoukou@city.date.fukushima.jp■問い合わせ先

（伊達市）

福島市・二本松市・伊達市・本宮市
伊達郡（桑折町・国見町・川俣町）・安達郡（大玉村）県北地域

Fukushima
■仮設施設等で使用中につき分譲休止中

■仮設施設等で使用中につき分譲休止中

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

19.0 8.9 8.2 0.7

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

7.9 4.0 2.5 1.1

（㎥/日）

小沢工業団地（二本松市）2
■現　　況：造成済
■用途地域：白地
■分譲価格：14,400円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道2,000
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　二本松ICまで10㎞
■排　　水：単独処理後払川・A水域
■電　　力：二本松変電所6.0㎞
　　　　　 （特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内（大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■二本松市工場等立地奨励金、二本松市雇用促進奨励金

㈱アマダ、東北江南㈱、コーミ金属㈱、和喜輸送㈱、㈱グリーンリサイクル、
㈱メタルセンター

二本松市商工課 ℡0243-55-5121　E-mail kigyoyuchi@city.nihonmatsu.lg.jp■問い合わせ先

工業団地内立地企業

■仮設施設等で使用中につき分譲休止中

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

18.0 13.9 11.3 2.6

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：工業・工専
■分譲価格：－ 円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道1,223
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　福島西ICまで11㎞
　　　　　　福島松川SICまで4㎞
■排　　水：単独処理後阿武隈川･A水域
■電　　力：金谷川変電所6.8㎞
   （特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：否
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■福島市用地取得助成金、福島市雇用奨励助成金

㈱福島芝浦電子、㈱ニュウワテック、㈱タツミフーズ、㈱TTS、㈲黒岩工作所
工業団地内立地企業

松川工業団地1

福島市企業立地課 ℡024-525-3723　E-mail kougyou@mail.city.fukushima.fukushima.jp■問い合わせ先

（福島市） 特例工業団地■仮設施設等で使用中につき分譲休止中

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

17.2 9.9 5.5 4.4
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【 凡例 】 ■分譲中 ■分譲済（内定） ■緑地 ■調節池 ■仮設施設等で使用中につき分譲休止中 
※排水：「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（県条例第18号）」の区分による。

郡山市・須賀川市・田村市・岩瀬郡（鏡石町・天栄村）
石川郡（石川町・玉川村・平田村・浅川町・古殿町）
田村郡（三春町・小野町）

県中地域

（㎥/日）

郡山西部第二工業団地（郡山市）7
■現　　況：造成済
■用途地域：工専
■分譲価格：18,000～21,000円/㎡
■地域指定： 工適・テクノ・頭脳立地 
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道3,000
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　郡山ICまで3.3㎞
■排　　水：単独処理後馬場川、
　　　　　　藤田川・A水域
■電　　力：喜久田変電所2～4㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：応相談
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内（大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■郡山市操業補助金、郡山市企業立地補助金、郡山市雇用促進補助金

三菱樹脂㈱、㈱小松製作所、㈱山王、冨士ダイス㈱、パナソニックデバイスマテリアル郡山㈱、白銅㈱、㈱オーヤマフーズマシナリー、ミクロ
㈱、㈱キヌガワ郡山、ノボノルディスクファーマ㈱、㈱日本デジタル研究所、三甲㈱、㈱パワースタッフジャパン、㈱クォーツリード、東レプラ
スチック精工㈱、AGCエレクトロニクス㈱、京セラケミカル㈱、福島アビオニクス㈱、曽田香料㈱、三菱電機㈱、㈱ナルコ郡山、東京応化工業
㈱、㈱茶木エンジニアリング、ブリヂストンタイヤジャパン㈱、読売新聞社、東部瓦斯㈱、㈱インテック、石油資源開発㈱、アンリツ㈱

郡山市産業創出課 ℡024-924-2271　E-mail sangyousousyutu@city.koriyama.fukushima.jp■問い合わせ先

工業団地内立地企業

（㎥/日）

■現　　況：造成中
■用途地域：工専
■分譲価格：13,000～16,000円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道1,000
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　郡山ICまで5.9㎞
■排　　水：単独処理後藤田川･A水域
■電　　力：郡山西部変電所（団地内）
　　　　　  （特高）
■Ｎ　　値：－
■区画分割可否：応相談
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■郡山市操業補助金、郡山市企業立地補助金、郡山市雇用促進補助金

　
工業団地内立地企業

郡山西部第一工業団地6

郡山市産業創出課 ℡024-924-2271　E-mail sangyousousyutu@city.koriyama.fukushima.jp■問い合わせ先

 （第1期工区）（郡山市）

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：区域外
■分譲価格：11,000円/㎡
■地域指定：テクノ・頭脳
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道800
　　　　　　地下水200
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　須賀川ICまで12㎞
■排　　水：単独処理後大栗川･
　　　　　　A水域
■電　　力：南須賀川変電所13㎞
■Ｎ　　値：－
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■須賀川市工場等立地奨励金、須賀川市雇用促進奨励金

奥地建産㈱、SUS㈱、㈱山製作所、フクイシンター㈱、㈲イシテック、㈱環
境管理研究所、ワイエスエレクトロニクス㈱

工業団地内立地企業

須賀川テクニカルリサーチガーデン8

須賀川市商工労政課 ℡0248-88-9142　E-mail shoukou@city.sukagawa.fukushima.jp■問い合わせ先

（須賀川市）

1.0

0.8 1.1
1.4

2.4

1.1

1.5

Fukushima
特例工業団地

特例工業団地

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

70.6 38.8 ー 38.8

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

251.3 173.4 171.7 1.7

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

128.1 27.3 16.4 10.9

2.90

1.32 1.33

1.02

1.04

1.04

0.39
0.39

1.21

1.10 1.27 0.62

0.95

1.04

0.82

2.90

2.84

2.84

2.84

2.84

2.89

2.89

（㎥/日）

■現　　況：造成中（平成28年3月完成）
■用途地域：白地
■分譲価格：10年間賃貸
　　　　　 （賃貸料105円/㎡･年）
■地域指定：工適・過疎
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道200
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　福島西ICまで19.6㎞
■排　　水：単独処理後女神川・A水域
■電　　力：川俣変電所4.8㎞（普高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内（大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■川俣町初期投資支援補助金、川俣町雇用支援助成金

　
工業団地内立地企業

川俣西部工業団地5

川俣町産業課 ℡024-566-2111　E-mail sangyo@town.kawamata.lg.jp■問い合わせ先

（川俣町）

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

18.5 7.9 0 7.9
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【 凡例 】 ■分譲中 ■分譲済（内定） ■緑地 ■調節池 ■仮設施設等で使用中につき分譲休止中 
※排水：「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（県条例第18号）」の区分による。

郡山市・須賀川市・田村市・岩瀬郡（鏡石町・天栄村）
石川郡（石川町・玉川村・平田村・浅川町・古殿町）
田村郡（三春町・小野町）

県中地域

（㎥/日）

郡山西部第二工業団地（郡山市）7
■現　　況：造成済
■用途地域：工専
■分譲価格：18,000～21,000円/㎡
■地域指定： 工適・テクノ・頭脳立地 
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道3,000
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　郡山ICまで3.3㎞
■排　　水：単独処理後馬場川、
　　　　　　藤田川・A水域
■電　　力：喜久田変電所2～4㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：応相談
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内（大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■郡山市操業補助金、郡山市企業立地補助金、郡山市雇用促進補助金

三菱樹脂㈱、㈱小松製作所、㈱山王、冨士ダイス㈱、パナソニックデバイスマテリアル郡山㈱、白銅㈱、㈱オーヤマフーズマシナリー、ミクロ
㈱、㈱キヌガワ郡山、ノボノルディスクファーマ㈱、㈱日本デジタル研究所、三甲㈱、㈱パワースタッフジャパン、㈱クォーツリード、東レプラ
スチック精工㈱、AGCエレクトロニクス㈱、京セラケミカル㈱、福島アビオニクス㈱、曽田香料㈱、三菱電機㈱、㈱ナルコ郡山、東京応化工業
㈱、㈱茶木エンジニアリング、ブリヂストンタイヤジャパン㈱、読売新聞社、東部瓦斯㈱、㈱インテック、石油資源開発㈱、アンリツ㈱

郡山市産業創出課 ℡024-924-2271　E-mail sangyousousyutu@city.koriyama.fukushima.jp■問い合わせ先

工業団地内立地企業

（㎥/日）

■現　　況：造成中
■用途地域：工専
■分譲価格：13,000～16,000円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道1,000
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　郡山ICまで5.9㎞
■排　　水：単独処理後藤田川･A水域
■電　　力：郡山西部変電所（団地内）
　　　　　  （特高）
■Ｎ　　値：－
■区画分割可否：応相談
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■郡山市操業補助金、郡山市企業立地補助金、郡山市雇用促進補助金

　
工業団地内立地企業

郡山西部第一工業団地6

郡山市産業創出課 ℡024-924-2271　E-mail sangyousousyutu@city.koriyama.fukushima.jp■問い合わせ先

 （第1期工区）（郡山市）

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：区域外
■分譲価格：11,000円/㎡
■地域指定：テクノ・頭脳
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道800
　　　　　　地下水200
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　須賀川ICまで12㎞
■排　　水：単独処理後大栗川･
　　　　　　A水域
■電　　力：南須賀川変電所13㎞
■Ｎ　　値：－
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■須賀川市工場等立地奨励金、須賀川市雇用促進奨励金

奥地建産㈱、SUS㈱、㈱山製作所、フクイシンター㈱、㈲イシテック、㈱環
境管理研究所、ワイエスエレクトロニクス㈱

工業団地内立地企業

須賀川テクニカルリサーチガーデン8

須賀川市商工労政課 ℡0248-88-9142　E-mail shoukou@city.sukagawa.fukushima.jp■問い合わせ先

（須賀川市）
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（㎥/日）

■現　　況：造成中（平成28年3月完成）
■用途地域：白地
■分譲価格：10年間賃貸
　　　　　 （賃貸料105円/㎡･年）
■地域指定：工適・過疎
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道200
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　福島西ICまで19.6㎞
■排　　水：単独処理後女神川・A水域
■電　　力：川俣変電所4.8㎞（普高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内（大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■川俣町初期投資支援補助金、川俣町雇用支援助成金

　
工業団地内立地企業

川俣西部工業団地5

川俣町産業課 ℡024-566-2111　E-mail sangyo@town.kawamata.lg.jp■問い合わせ先

（川俣町）

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

18.5 7.9 0 7.9
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Fukushima 【 凡例 】 ■分譲中 ■分譲済（内定） ■緑地 ■調節池 ■仮設施設等で使用中につき分譲休止中 
※排水：「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（県条例第18号）」の区分による。

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：白地
■分譲価格：13,000円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目： 雑種地
■用水　　：上水道160
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　矢吹ICまで10㎞
■排　　水：単独処理後釈迦堂川･A水域
■電　　力：須賀川変電所11㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■天栄村企業立地奨励金、天栄村雇用促進奨励金

TSK㈱、㈱エムケー技工、㈱三井光機製作所、ジャパンロジスティックス㈱、
和田精密歯研㈱、㈱コンビボックス、㈱いわせ食品、㈲いわせ食品輸送部、
㈱クワトロコア

工業団地内立地企業

ハイテク大山工業団地10

天栄村産業振興課 ℡0248-82-2117　E-mail sangyoushinkouka@vill.tenei.fukushima.jp■問い合わせ先

（天栄村）

郡山市・須賀川市・田村市・岩瀬郡（鏡石町
天栄村）・石川郡（石川町・玉川村・平田村
浅川町・古殿町）・田村郡（三春町・小野町）

県中地域
白河市・西白河郡（西郷村・泉崎村
中島村・矢吹町）・東白川郡（棚倉町
矢祭町・塙町・鮫川村）

県南地域

（㎥/日）

石川藤沢工業団地（石川町）11
■現　　況：造成済
■用途地域：白地
■分譲価格：8,500円/㎡
■地域指定：－ 
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道120
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　矢吹ICまで15㎞
■排　　水：単独処理後杜川･A水域
■電　　力：石川変電所6㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内（大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■石川町企業立地奨励金

㈱日創プロニティ

石川町総務課政策推進係 ℡0247-26-9114　E-mail fujisawa_y@town.ishikawa.fukushima.jp■問い合わせ先

工業団地内立地企業

3.8

3.2

（㎥/日）

■現　　況：オーダーメイド造成
■用途地域：工業
■分譲価格：未定
■地域指定：工適
■地　　目：雑種地
■用水　　：工業用水2,000
　　　　　　上水道400
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　白河中央SICまで0.8㎞
■排　　水：単独処理後高橋川･A水域
■電　　力：白河変電所0.3㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否： 否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■県企業局工業団地等分譲促進奨励金
　■白河市立地奨励金、白河市雇用促進奨励金、白河市工業用水道奨励金
　■白河市環境整備奨励金、白河市住宅取得奨励金

　
工業団地内立地企業

工業の森・新白河Ａ工区12

福島県企業局経営･販売課　℡024-521-7575　E-mail kigyou_keieihanbai@pref.fukushima.lg.jp 
白河市企業立地課　℡0248-22-1111（内線2218）　E-mail kigyo@city.shirakawa.fukushima.jp

■問い合わせ先

（白河市）

国道294号

10.0

3.2

5.0

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

24.4 13.0 9.2 3.8

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

10.8 9.0 4.2 4.8

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

69.5 18.2 0 18.2

特例工業団地

（㎥/日）

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内（大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■田村市工場立地奨励金

　
工業団地内立地企業

田村市産業団地9

田村市商工観光課 ℡0247-81-2136　E-mail shoko@city.tamura.lg.jp■問い合わせ先

（田村市）
■現　　況：造成中
■用途地域：工専白地
■分譲価格：未定（一定期間賃貸）
■地域指定：－
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　小野ICまで13㎞
　　　　　　田村中央SICまで6㎞
　　　　　 （平成31年3月供用開始予定）
■排　　水：下水道整備予定･A水域
■電　　力：－
■Ｎ　　値：－
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

16.0 12.0 0 12.0

※平成32年引渡開始予定

7.2

4.7
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Fukushima 【 凡例 】 ■分譲中 ■分譲済（内定） ■緑地 ■調節池 ■仮設施設等で使用中につき分譲休止中 
※排水：「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（県条例第18号）」の区分による。

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：白地
■分譲価格：13,000円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目： 雑種地
■用水　　：上水道160
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　矢吹ICまで10㎞
■排　　水：単独処理後釈迦堂川･A水域
■電　　力：須賀川変電所11㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■天栄村企業立地奨励金、天栄村雇用促進奨励金

TSK㈱、㈱エムケー技工、㈱三井光機製作所、ジャパンロジスティックス㈱、
和田精密歯研㈱、㈱コンビボックス、㈱いわせ食品、㈲いわせ食品輸送部、
㈱クワトロコア

工業団地内立地企業

ハイテク大山工業団地10

天栄村産業振興課 ℡0248-82-2117　E-mail sangyoushinkouka@vill.tenei.fukushima.jp■問い合わせ先

（天栄村）

郡山市・須賀川市・田村市・岩瀬郡（鏡石町
天栄村）・石川郡（石川町・玉川村・平田村
浅川町・古殿町）・田村郡（三春町・小野町）

県中地域
白河市・西白河郡（西郷村・泉崎村
中島村・矢吹町）・東白川郡（棚倉町
矢祭町・塙町・鮫川村）

県南地域

（㎥/日）

石川藤沢工業団地（石川町）11
■現　　況：造成済
■用途地域：白地
■分譲価格：8,500円/㎡
■地域指定：－ 
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道120
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　矢吹ICまで15㎞
■排　　水：単独処理後杜川･A水域
■電　　力：石川変電所6㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内（大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■石川町企業立地奨励金

㈱日創プロニティ

石川町総務課政策推進係 ℡0247-26-9114　E-mail fujisawa_y@town.ishikawa.fukushima.jp■問い合わせ先

工業団地内立地企業

3.8

3.2

（㎥/日）

■現　　況：オーダーメイド造成
■用途地域：工業
■分譲価格：未定
■地域指定：工適
■地　　目：雑種地
■用水　　：工業用水2,000
　　　　　　上水道400
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　白河中央SICまで0.8㎞
■排　　水：単独処理後高橋川･A水域
■電　　力：白河変電所0.3㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否： 否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■県企業局工業団地等分譲促進奨励金
　■白河市立地奨励金、白河市雇用促進奨励金、白河市工業用水道奨励金
　■白河市環境整備奨励金、白河市住宅取得奨励金

　
工業団地内立地企業

工業の森・新白河Ａ工区12

福島県企業局経営･販売課　℡024-521-7575　E-mail kigyou_keieihanbai@pref.fukushima.lg.jp 
白河市企業立地課　℡0248-22-1111（内線2218）　E-mail kigyo@city.shirakawa.fukushima.jp

■問い合わせ先

（白河市）

国道294号

10.0

3.2

5.0

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

24.4 13.0 9.2 3.8

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

10.8 9.0 4.2 4.8

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

69.5 18.2 0 18.2

特例工業団地

（㎥/日）

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内（大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■田村市工場立地奨励金

　
工業団地内立地企業

田村市産業団地9

田村市商工観光課 ℡0247-81-2136　E-mail shoko@city.tamura.lg.jp■問い合わせ先

（田村市）
■現　　況：造成中
■用途地域：工専白地
■分譲価格：未定（一定期間賃貸）
■地域指定：－
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　小野ICまで13㎞
　　　　　　田村中央SICまで6㎞
　　　　　 （平成31年3月供用開始予定）
■排　　水：下水道整備予定･A水域
■電　　力：－
■Ｎ　　値：－
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

16.0 12.0 0 12.0

※平成32年引渡開始予定

7.2

4.7
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Fukushima 【 凡例 】 ■分譲中 ■分譲済（内定） ■緑地 ■調節池 ■仮設施設等で使用中につき分譲休止中 
※排水：「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（県条例第18号）」の区分による。

白河市・西白河郡（西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町）
東白川郡（棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村）県南地域

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：準工（地区計画あり）
■分譲価格：15,000円/㎡
■地域指定：－
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道216
■輸送条件：東北自動車道 白河ICまで5㎞
■排　　水：コミュニティプラントで
　　　　　　処理後藤野川･A水域
■電　　力：既設埋設管まで最短1.5㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可（0.1haから分譲）
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■県企業局工業団地等分譲促進奨励金、大規模分譲割引
　■白河市立地奨励金、白河市雇用促進奨励金
　■白河市環境整備奨励金、白河市住宅取得奨励金

㈱南湖自動車学校、㈱加速器分析研究所、㈱フォーマンス、㈲田ノ上製作所、
㈱二葉写真製版、㈱アイ・ディー・イー、㈶東北電気保安協会、㈱齋藤商店、
丸和精光㈱、㈱ディー･エム･シー

工業団地内立地企業

新白河ビジネスパーク14

福島県企業局経営･販売課　℡024-521-7575　E-mail kigyou_keieihanbai@pref.fukushima.lg.jp 
白河市企業立地課　℡0248-22-1111（内線2218）　E-mail kigyo@city.shirakawa.fukushima.jp

■問い合わせ先

（白河市）

（㎥/日）

堂山業務用団地（白河市）15
■現　　況：造成済
■用途地域：無指定
■分譲価格：5,100円/㎡程度
■地域指定：工適
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道50
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　矢吹ICまで4.4㎞
■排　　水：単独処理後隈戸川･A水域
■電　　力：矢吹変電所2㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：否 
■賃貸可否：否

日本都市開発㈱、いかりや商店

白河市企業立地課　℡0248-22-1111（内線2218）　E-mail kigyo@city.shirakawa.fukushima.jp■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■白河市立地奨励金、白河市雇用促進奨励金
　■白河市環境整備奨励金、白河市住宅取得奨励金

工業団地内立地企業

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：無指定
■分譲価格：18,000円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道2,000
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　矢吹ICまで 3㎞
■排　　水：単独処理後泉川･A水域
■電　　力：須賀川南変電所
　　　　　　16.4㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：否
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区

大日本印刷㈱、イオナ・インターナショナル㈱、㈱トーシン、日精㈱、東洋電
業㈱、アサカ商事㈱、佐藤製線販売㈱、シーピー関東㈱、㈱ウェーブクレス
ト、㈱大野運輸、サンウェイ㈱、サメックス㈲、秋山錠剤㈱、㈱フジ機工、㈱
タイテックソリューションズ、福島日野自動車㈱

工業団地内立地企業

泉崎中核工業団地16

泉崎村事業課産業グループ　℡0248-53-2238　E-mail kikaku@vill.izumizaki.fukushima.jp■問い合わせ先

（泉崎村）

0.5

隈戸川

0.3

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

36.5 8.9 5.2 3.7

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

2.1 2.0 1.7 0.3

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

159.8 98.0 92.4 5.6

（㎥/日）

工業の森・新白河Ｃ工区（白河市）13
■現　　況：造成済
■用途地域：工業
■分譲価格：18,000円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：宅地
■用水　　：工業用水2,00
　　　　　　上水道400
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　白河中央SICまで0.5㎞
■排　　水：単独処理後高橋川･A水域
■電　　力：白河変電所0.3㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：否
■賃貸可否：否

㈱朝日ラバー、味覚糖㈱、富士システムズ㈱

福島県企業局経営･販売課　℡024-521-7575　E-mail kigyou_keieihanbai@pref.fukushima.lg.jp 
白河市企業立地課　℡0248-22-1111（内線2218）　E-mail kigyo@city.shirakawa.fukushima.jp

■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■県企業局工業団地等分譲促進奨励金、大規模分譲割引
　■白河市立地奨励金、白河市雇用促進奨励金、白河市工業用水道奨励金
　■白河市環境整備奨励金、白河市住宅取得奨励金
工業団地内立地企業

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

41.4 21.8 19.7 2.1

特例工業団地

2.1
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Fukushima 【 凡例 】 ■分譲中 ■分譲済（内定） ■緑地 ■調節池 ■仮設施設等で使用中につき分譲休止中 
※排水：「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（県条例第18号）」の区分による。

白河市・西白河郡（西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町）
東白川郡（棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村）県南地域

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：準工（地区計画あり）
■分譲価格：15,000円/㎡
■地域指定：－
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道216
■輸送条件：東北自動車道 白河ICまで5㎞
■排　　水：コミュニティプラントで
　　　　　　処理後藤野川･A水域
■電　　力：既設埋設管まで最短1.5㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可（0.1haから分譲）
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■県企業局工業団地等分譲促進奨励金、大規模分譲割引
　■白河市立地奨励金、白河市雇用促進奨励金
　■白河市環境整備奨励金、白河市住宅取得奨励金

㈱南湖自動車学校、㈱加速器分析研究所、㈱フォーマンス、㈲田ノ上製作所、
㈱二葉写真製版、㈱アイ・ディー・イー、㈶東北電気保安協会、㈱齋藤商店、
丸和精光㈱、㈱ディー･エム･シー

工業団地内立地企業

新白河ビジネスパーク14

福島県企業局経営･販売課　℡024-521-7575　E-mail kigyou_keieihanbai@pref.fukushima.lg.jp 
白河市企業立地課　℡0248-22-1111（内線2218）　E-mail kigyo@city.shirakawa.fukushima.jp

■問い合わせ先

（白河市）

（㎥/日）

堂山業務用団地（白河市）15
■現　　況：造成済
■用途地域：無指定
■分譲価格：5,100円/㎡程度
■地域指定：工適
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道50
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　矢吹ICまで4.4㎞
■排　　水：単独処理後隈戸川･A水域
■電　　力：矢吹変電所2㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：否 
■賃貸可否：否

日本都市開発㈱、いかりや商店

白河市企業立地課　℡0248-22-1111（内線2218）　E-mail kigyo@city.shirakawa.fukushima.jp■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■白河市立地奨励金、白河市雇用促進奨励金
　■白河市環境整備奨励金、白河市住宅取得奨励金

工業団地内立地企業

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：無指定
■分譲価格：18,000円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道2,000
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　矢吹ICまで 3㎞
■排　　水：単独処理後泉川･A水域
■電　　力：須賀川南変電所
　　　　　　16.4㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：否
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区

大日本印刷㈱、イオナ・インターナショナル㈱、㈱トーシン、日精㈱、東洋電
業㈱、アサカ商事㈱、佐藤製線販売㈱、シーピー関東㈱、㈱ウェーブクレス
ト、㈱大野運輸、サンウェイ㈱、サメックス㈲、秋山錠剤㈱、㈱フジ機工、㈱
タイテックソリューションズ、福島日野自動車㈱

工業団地内立地企業

泉崎中核工業団地16

泉崎村事業課産業グループ　℡0248-53-2238　E-mail kikaku@vill.izumizaki.fukushima.jp■問い合わせ先

（泉崎村）

0.5

隈戸川

0.3

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

36.5 8.9 5.2 3.7

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

2.1 2.0 1.7 0.3

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

159.8 98.0 92.4 5.6

（㎥/日）

工業の森・新白河Ｃ工区（白河市）13
■現　　況：造成済
■用途地域：工業
■分譲価格：18,000円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：宅地
■用水　　：工業用水2,00
　　　　　　上水道400
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　白河中央SICまで0.5㎞
■排　　水：単独処理後高橋川･A水域
■電　　力：白河変電所0.3㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：否
■賃貸可否：否

㈱朝日ラバー、味覚糖㈱、富士システムズ㈱

福島県企業局経営･販売課　℡024-521-7575　E-mail kigyou_keieihanbai@pref.fukushima.lg.jp 
白河市企業立地課　℡0248-22-1111（内線2218）　E-mail kigyo@city.shirakawa.fukushima.jp

■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■県企業局工業団地等分譲促進奨励金、大規模分譲割引
　■白河市立地奨励金、白河市雇用促進奨励金、白河市工業用水道奨励金
　■白河市環境整備奨励金、白河市住宅取得奨励金
工業団地内立地企業

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

41.4 21.8 19.7 2.1

特例工業団地

2.1
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Fukushima 【 凡例 】 ■分譲中 ■分譲済（内定） ■緑地 ■調節池 ■仮設施設等で使用中につき分譲休止中 
※排水：「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（県条例第18号）」の区分による。

会津若松市・喜多方市・耶麻郡（北塩原村・西会津町・磐梯町・猪苗代町）
河沼郡（会津坂下町・湯川村・柳津町）大沼郡（会津美里町・三島町
金山町・昭和村）・南会津郡（南会津町・下郷町・桧枝岐村・只見町）

会津地域

（㎥/日）

■現　　況：造成中
■用途地域：工業・工専
■分譲価格：用地取得助成適用後
　　　　　　10,114～11,258円/㎡
■地域指定：工適 
■地　　目：－
■用水　　：上水道1,000
■輸送条件：磐越自動車道
　　　　　　会津若松ICまで8.5㎞
■排　　水：単独処理後
　　　　　　専用排水管に放流
■電　　力：神指変電所3.5㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：否
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■会津若松徳久工業団地用地取得助成金
　　会津若松市企業立地奨励金、会津若松市雇用奨励金

　

工業団地内立地企業

会津若松徳久工業団地18

会津若松市企業立地課 ℡0242-39-1255　E-mail kigyo@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp■問い合わせ先

（会津若松市）

（㎥/日）

熱塩加納工業団地（喜多方市）19
■現　　況：造成済
■用途地域：白地
■分譲価格：3,400円/㎡
■地域指定：過疎
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道150
■輸送条件：磐越自動車道
　　　　　　会津若松ICまで22㎞
■排　　水：単独処理後
　　　　　　公共下水道に未接続
■電　　力：岩月変電所5.0㎞（特高）
■Ｎ　　値：－
■区画分割可否：否
■賃貸可否：否

遠藤建築店、㈲渡辺建築、㈱田仲会津工業所、峰岸鉄工建設㈲、合那須金属

喜多方市商工課 ℡0241-24-5247　E-mail syoukou@city.kitakata.fukushima.jp■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■喜多方市工場等設置助成金、喜多方市雇用促進奨励金

工業団地内立地企業

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：白地
■分譲価格：3,300円/㎡
■地域指定：工適・過疎・農工
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道200
　　　　　　地下水390
■輸送条件：磐越自動車道
　　　　　　西会津ICまで3㎞
■排　　水：単独処理後松尾川･Ｂ水域
■電　　力：野沢変電所３㎞（普高）
■Ｎ　　値：41
■区画分割可否：否
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内（大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区

西田精機㈱、JUKI会津㈱

工業団地内立地企業

西会津工業団地20

西会津町商工観光課 ℡0241-45-2213　E-mail syokou@town.nishiaizu.fukushima.jp■問い合わせ先

（西会津町）

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

6.2 5.1 0 5.1

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

5.6 4.3 3.8 0.5

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

8.5 7.4 4.7 2.7

2.0

1.5 1.5

0.1

（㎥/日）

矢吹テクノパーク（矢吹町）17
■現　　況：造成済
■用途地域：区域外
■分譲価格：9,000円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道120
　　　　　　地下水100
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　矢吹Cまで2.5㎞
■排　　水：単独処理後隈戸川･A水域
■電　　力：矢吹変電所2㎞（特高）
■Ｎ　　値：25
■区画分割可否：可
■賃貸可否：否

㈱エースパック

矢吹町産業振興課　℡0248-42-2115　E-mail sangyou@town.yabuki.fukushima.jp■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■矢吹町企業立地奨励金、矢吹町雇用促進奨励金

工業団地内立地企業

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

23.7 15.1 13.4 1.7

特例工業団地

※平成28年度分譲開始
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Fukushima 【 凡例 】 ■分譲中 ■分譲済（内定） ■緑地 ■調節池 ■仮設施設等で使用中につき分譲休止中 
※排水：「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（県条例第18号）」の区分による。

会津若松市・喜多方市・耶麻郡（北塩原村・西会津町・磐梯町・猪苗代町）
河沼郡（会津坂下町・湯川村・柳津町）大沼郡（会津美里町・三島町
金山町・昭和村）・南会津郡（南会津町・下郷町・桧枝岐村・只見町）

会津地域

（㎥/日）

■現　　況：造成中
■用途地域：工業・工専
■分譲価格：用地取得助成適用後
　　　　　　10,114～11,258円/㎡
■地域指定：工適 
■地　　目：－
■用水　　：上水道1,000
■輸送条件：磐越自動車道
　　　　　　会津若松ICまで8.5㎞
■排　　水：単独処理後
　　　　　　専用排水管に放流
■電　　力：神指変電所3.5㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：否
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■会津若松徳久工業団地用地取得助成金
　　会津若松市企業立地奨励金、会津若松市雇用奨励金

　

工業団地内立地企業

会津若松徳久工業団地18

会津若松市企業立地課 ℡0242-39-1255　E-mail kigyo@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp■問い合わせ先

（会津若松市）

（㎥/日）

熱塩加納工業団地（喜多方市）19
■現　　況：造成済
■用途地域：白地
■分譲価格：3,400円/㎡
■地域指定：過疎
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道150
■輸送条件：磐越自動車道
　　　　　　会津若松ICまで22㎞
■排　　水：単独処理後
　　　　　　公共下水道に未接続
■電　　力：岩月変電所5.0㎞（特高）
■Ｎ　　値：－
■区画分割可否：否
■賃貸可否：否

遠藤建築店、㈲渡辺建築、㈱田仲会津工業所、峰岸鉄工建設㈲、合那須金属

喜多方市商工課 ℡0241-24-5247　E-mail syoukou@city.kitakata.fukushima.jp■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■喜多方市工場等設置助成金、喜多方市雇用促進奨励金

工業団地内立地企業

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：白地
■分譲価格：3,300円/㎡
■地域指定：工適・過疎・農工
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道200
　　　　　　地下水390
■輸送条件：磐越自動車道
　　　　　　西会津ICまで3㎞
■排　　水：単独処理後松尾川･Ｂ水域
■電　　力：野沢変電所３㎞（普高）
■Ｎ　　値：41
■区画分割可否：否
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内（大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区

西田精機㈱、JUKI会津㈱

工業団地内立地企業

西会津工業団地20

西会津町商工観光課 ℡0241-45-2213　E-mail syokou@town.nishiaizu.fukushima.jp■問い合わせ先

（西会津町）

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

6.2 5.1 0 5.1

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

5.6 4.3 3.8 0.5

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

8.5 7.4 4.7 2.7

2.0

1.5 1.5

0.1

（㎥/日）

矢吹テクノパーク（矢吹町）17
■現　　況：造成済
■用途地域：区域外
■分譲価格：9,000円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道120
　　　　　　地下水100
■輸送条件：東北自動車道
　　　　　　矢吹Cまで2.5㎞
■排　　水：単独処理後隈戸川･A水域
■電　　力：矢吹変電所2㎞（特高）
■Ｎ　　値：25
■区画分割可否：可
■賃貸可否：否

㈱エースパック

矢吹町産業振興課　℡0248-42-2115　E-mail sangyou@town.yabuki.fukushima.jp■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■矢吹町企業立地奨励金、矢吹町雇用促進奨励金

工業団地内立地企業

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

23.7 15.1 13.4 1.7

特例工業団地

※平成28年度分譲開始

G e n e r a l  i n f o r m a t i o n  F U K U S H I M A 3433 G e n e r a l  i n f o r m a t i o n  F U K U S H I M A

県
北
地
域

県
南
地
域

県
中
地
域

会
津
地
域

相
双
地
域
・い
わ
き
地
域



Fukushima 【 凡例 】 ■分譲中 ■分譲済（内定） ■緑地 ■調節池 ■仮設施設等で使用中につき分譲休止中 
※排水：「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（県条例第18号）」の区分による。

相馬市・南相馬市・双葉郡（広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町
双葉町・浪江町・葛尾村）・相馬郡（新地町・飯舘村）・いわき市相双地域・いわき地域

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：工専
■分譲価格：　　－　　円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：雑種地
■用水　　：工業用水34,700
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　新地ICまで5㎞
■排　　水：単独処理後地蔵川･E水域
■電　　力：駒ヶ嶺変電所5㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：否
■賃貸可否：応相談

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/2以内 （大企業1/3以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区

相馬共同火力発電㈱、㈱ADEKA、エム・セテック㈱、ローム・アンド・ハー
ス・ジャパン㈱、相馬石膏㈱、㈱常磐谷沢製作所、㈱ファイマテック、チヨダ
ウーテ㈱、㈱東北三之橋、㈱相馬リサイクルセンター、ハクゾウメディカルテ
クノス㈱、コマツレンタル㈱、㈱中村環境

工業団地内立地企業

相馬中核工業団地［東地区］22

相馬市商工観光課 ℡0244-37-2134　E-mail sg-syoko@city.soma.fukushima.jp■問い合わせ先

（相馬市･新地町）

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：工専
■分譲価格：　　－　　円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：雑種地
■用水　　：上水道23,900
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　新地ICまで2㎞
■排　　水：単独処理後地蔵川･Ｅ水域
■電　　力：駒ヶ嶺変電所3.5㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：否
■賃貸可否：応相談

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/2以内 （大企業1/3以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区

㈱IHI、オリエンタルモーター㈱、コスモ精機㈱、㈱大橋工業

工業団地内立地企業

相馬中核工業団地［西地区］23

相馬市商工観光課 ℡0244-37-2134　E-mail sg-syoko@city.soma.fukushima.jp■問い合わせ先

（相馬市）

（㎥/日）

相馬南第二工業団地（相馬市）24
■現　　況：造成済
■用途地域：区域外
■分譲価格：　－　 円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：雑種地
■用水　　：上水道5,000
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　相馬ICまで9㎞
■排　　水：単独処理後八沢干拓排水路･
　　　　　　E水域
■電　　力：中村変電所８㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：否
■賃貸可否：応相談

キンセイマテック㈱

相馬市商工観光課 ℡0244-37-2134　E-mail sg-syoko@city.soma.fukushima.jp■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/2以内 （大企業1/3以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区

工業団地内立地企業

特例工業団地■仮設施設等で使用中につき分譲休止中

■仮設施設等で使用中につき分譲休止中

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

498.6 284.9 275.3 9.4

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

133.9 68.5 49.9 18.8

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

11.4 8.1 2.0 6.1

■仮設施設等で使用中につき分譲休止中

（㎥/日）

会津美里町高田工業団地（会津美里町）21
■現　　況：造成済
■用途地域：工業
■分譲価格：9,000～10,000円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道400
　　　　　　地下水1,000
■輸送条件：磐越自動車道
　　　　　　新鶴SICまで6㎞
■排　　水：単独処理後宮川･Ｂ水域
■電　　力：本郷変電所6㎞（普高）
■Ｎ　　値：30
■区画分割可否：可
■賃貸可否：応相談

㈱大村紙業、㈱野尻金属、末廣酒造㈱、福島日紅㈱、㈲湯島運輸、㈲馬場鉄
筋、㈱オートセンターNAO、㈲丸京、㈱会津畜産、㈲高田自動車商会、㈲や
まぶき、笹島菓子食品㈱、㈱高田建材センター、トーホクサービス㈱、㈲シバ
タ冷食、佐藤漆器工芸、会津ヤクルト販売㈱、㈲前田建設、㈲川島製材所、会
津よつば農業協同組合、全国農業協同組合連合会福島県本部会津美里町商工観光課 ℡0242-56-4914

E-mail shokan@town.aizumisato.fukushima.jp
■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■会津美里町工場設置奨励金、会津美里町工場操業奨励金、
　　会津美里町工場等用地取得費補助金、会津美里町雇用促進奨励金

工業団地内立地企業

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

22.3 16.8 12.7 4.1

■仮設施設等で使用中につき分譲休止中

0.3
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Fukushima 【 凡例 】 ■分譲中 ■分譲済（内定） ■緑地 ■調節池 ■仮設施設等で使用中につき分譲休止中 
※排水：「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（県条例第18号）」の区分による。

相馬市・南相馬市・双葉郡（広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町
双葉町・浪江町・葛尾村）・相馬郡（新地町・飯舘村）・いわき市相双地域・いわき地域

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：工専
■分譲価格：　　－　　円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：雑種地
■用水　　：工業用水34,700
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　新地ICまで5㎞
■排　　水：単独処理後地蔵川･E水域
■電　　力：駒ヶ嶺変電所5㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：否
■賃貸可否：応相談

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/2以内 （大企業1/3以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区

相馬共同火力発電㈱、㈱ADEKA、エム・セテック㈱、ローム・アンド・ハー
ス・ジャパン㈱、相馬石膏㈱、㈱常磐谷沢製作所、㈱ファイマテック、チヨダ
ウーテ㈱、㈱東北三之橋、㈱相馬リサイクルセンター、ハクゾウメディカルテ
クノス㈱、コマツレンタル㈱、㈱中村環境

工業団地内立地企業

相馬中核工業団地［東地区］22

相馬市商工観光課 ℡0244-37-2134　E-mail sg-syoko@city.soma.fukushima.jp■問い合わせ先

（相馬市･新地町）

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：工専
■分譲価格：　　－　　円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：雑種地
■用水　　：上水道23,900
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　新地ICまで2㎞
■排　　水：単独処理後地蔵川･Ｅ水域
■電　　力：駒ヶ嶺変電所3.5㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：否
■賃貸可否：応相談

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/2以内 （大企業1/3以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区

㈱IHI、オリエンタルモーター㈱、コスモ精機㈱、㈱大橋工業

工業団地内立地企業

相馬中核工業団地［西地区］23

相馬市商工観光課 ℡0244-37-2134　E-mail sg-syoko@city.soma.fukushima.jp■問い合わせ先

（相馬市）

（㎥/日）

相馬南第二工業団地（相馬市）24
■現　　況：造成済
■用途地域：区域外
■分譲価格：　－　 円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：雑種地
■用水　　：上水道5,000
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　相馬ICまで9㎞
■排　　水：単独処理後八沢干拓排水路･
　　　　　　E水域
■電　　力：中村変電所８㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：否
■賃貸可否：応相談

キンセイマテック㈱

相馬市商工観光課 ℡0244-37-2134　E-mail sg-syoko@city.soma.fukushima.jp■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/2以内 （大企業1/3以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区

工業団地内立地企業

特例工業団地■仮設施設等で使用中につき分譲休止中

■仮設施設等で使用中につき分譲休止中

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

498.6 284.9 275.3 9.4

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

133.9 68.5 49.9 18.8

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

11.4 8.1 2.0 6.1

■仮設施設等で使用中につき分譲休止中

（㎥/日）

会津美里町高田工業団地（会津美里町）21
■現　　況：造成済
■用途地域：工業
■分譲価格：9,000～10,000円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：宅地
■用水　　：上水道400
　　　　　　地下水1,000
■輸送条件：磐越自動車道
　　　　　　新鶴SICまで6㎞
■排　　水：単独処理後宮川･Ｂ水域
■電　　力：本郷変電所6㎞（普高）
■Ｎ　　値：30
■区画分割可否：可
■賃貸可否：応相談

㈱大村紙業、㈱野尻金属、末廣酒造㈱、福島日紅㈱、㈲湯島運輸、㈲馬場鉄
筋、㈱オートセンターNAO、㈲丸京、㈱会津畜産、㈲高田自動車商会、㈲や
まぶき、笹島菓子食品㈱、㈱高田建材センター、トーホクサービス㈱、㈲シバ
タ冷食、佐藤漆器工芸、会津ヤクルト販売㈱、㈲前田建設、㈲川島製材所、会
津よつば農業協同組合、全国農業協同組合連合会福島県本部会津美里町商工観光課 ℡0242-56-4914

E-mail shokan@town.aizumisato.fukushima.jp
■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/3以内 （大企業1/4以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■会津美里町工場設置奨励金、会津美里町工場操業奨励金、
　　会津美里町工場等用地取得費補助金、会津美里町雇用促進奨励金

工業団地内立地企業

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

22.3 16.8 12.7 4.1

■仮設施設等で使用中につき分譲休止中

0.3
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Fukushima 【 凡例 】 ■分譲中 ■分譲済（内定） ■緑地 ■調節池 ■仮設施設等で使用中につき分譲休止中 
※排水：「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（県条例第18号）」の区分による。

相馬市・南相馬市・双葉郡（広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町
双葉町・浪江町・葛尾村）・相馬郡（新地町・飯舘村）・いわき市相双地域・いわき地域

（㎥/日）

南相馬市復興工業団地（南相馬市）27
■現　　況：造成中
■用途地域：白地
■分譲価格：賃貸（賃料未定）
■地域指定：－
■地　　目：－
■用水　　：上水道1,000
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　南相馬ICまで9㎞
■排　　水：単独処理後公共水域へ放流･
　　　　　　E水域
■電　　力：普通高圧予定
　　　　　  （特別高圧は東北電力と協議）
■Ｎ　　値：－
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

　

南相馬市商工労政課 ℡0244-24-5264　E-mail syokorosei@city.minamisoma.lg.jp■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金
　　補助率3/4以内（大企業2/3以内）
　■福島復興再生特別措置法による課税の特例
　　ふくしま産業復興投資促進特区
　■南相馬市企業立地助成金、南相馬市雇用奨励助成金

工業団地内立地企業

（㎥/日）

■現　　況：一部造成済
■用途地域：白地
■分譲価格：未定
■地域指定：工適
■地　　目：宅地・山林
■用水　　：工業用水1,634
　　　　　　上水道500
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　常磐富岡ICまで5㎞
■排　　水：単独処理後遅沢川･E水域
■電　　力：富岡変電所2.2㎞（普高）
■Ｎ　　値：40
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

■適用優遇制度
　■自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金
　　補助率3/4以内 （大企業2/3以内）
　■福島復興再生特別措置法による課税の特例
　　ふくしま産業復興投資促進特区
　■福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金（F補助金）

㈱アトックス

工業団地内立地企業

富岡工業団地28

富岡町企画課 ℡0120-33-6466　E-mail tom0200-0@tomioka-town.jp■問い合わせ先

（富岡町）

7.63

7.42
10.13

（㎥/日）

新地南工業団地（新地町）26
■現　　況：造成中
■用途地域：白地
■分譲価格：7,300円/㎡
■地域指定： － 
■地　　目：雑種地
■用水　　：上水道900
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　新地ICまで0.5㎞
■排　　水：単独処理後
　　　　　　公共下水道に放流･E水域
■電　　力：駒ヶ嶺変電所4㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否：否

㈱リード

新地町企画振興課 ℡0244-62-2112　E-mail kigyo@shinchi-town.jp■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/2以内 （大企業1/3以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区

工業団地内立地企業

新地IC

国道113号

道
車
動
自
磐
常

至相馬市

至仙台市

県道赤柴
中島線

5.4

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

11.3 8.3 2.9 5.4

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

70.1 47.5 ー 47.5

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

39.1 24.1 15.9 8.2

特例工業団地

※平成29年度引渡開始予定

（㎥/日）

■現　　況：造成済 
■用途地域：白地
■分譲価格：6,800円/㎡
■地域指定：－ 
■地　　目：雑種地
■用水　　：上水道240
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　新地ICまで4㎞
■排　　水：単独処理後
　　　　　　公共下水道に接続･
　　　　　　E水域
■電　　力：駒ヶ嶺変電所2㎞
　　　　　 （特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/2以内 （大企業1/3以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区

　

工業団地内立地企業

駒ヶ嶺工業用地25

新地町企画振興課 ℡0244-62-2112　E-mail kigyo@shinchi-town.jp■問い合わせ先

（新地町）

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

2.0 2.0 0 2.0

2.3

至相馬市

至仙台市

至相馬市
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号
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Fukushima 【 凡例 】 ■分譲中 ■分譲済（内定） ■緑地 ■調節池 ■仮設施設等で使用中につき分譲休止中 
※排水：「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（県条例第18号）」の区分による。

相馬市・南相馬市・双葉郡（広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町
双葉町・浪江町・葛尾村）・相馬郡（新地町・飯舘村）・いわき市相双地域・いわき地域

（㎥/日）

南相馬市復興工業団地（南相馬市）27
■現　　況：造成中
■用途地域：白地
■分譲価格：賃貸（賃料未定）
■地域指定：－
■地　　目：－
■用水　　：上水道1,000
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　南相馬ICまで9㎞
■排　　水：単独処理後公共水域へ放流･
　　　　　　E水域
■電　　力：普通高圧予定
　　　　　  （特別高圧は東北電力と協議）
■Ｎ　　値：－
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

　

南相馬市商工労政課 ℡0244-24-5264　E-mail syokorosei@city.minamisoma.lg.jp■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金
　　補助率3/4以内（大企業2/3以内）
　■福島復興再生特別措置法による課税の特例
　　ふくしま産業復興投資促進特区
　■南相馬市企業立地助成金、南相馬市雇用奨励助成金

工業団地内立地企業

（㎥/日）

■現　　況：一部造成済
■用途地域：白地
■分譲価格：未定
■地域指定：工適
■地　　目：宅地・山林
■用水　　：工業用水1,634
　　　　　　上水道500
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　常磐富岡ICまで5㎞
■排　　水：単独処理後遅沢川･E水域
■電　　力：富岡変電所2.2㎞（普高）
■Ｎ　　値：40
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

■適用優遇制度
　■自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金
　　補助率3/4以内 （大企業2/3以内）
　■福島復興再生特別措置法による課税の特例
　　ふくしま産業復興投資促進特区
　■福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金（F補助金）

㈱アトックス

工業団地内立地企業

富岡工業団地28

富岡町企画課 ℡0120-33-6466　E-mail tom0200-0@tomioka-town.jp■問い合わせ先

（富岡町）

7.63

7.42
10.13

（㎥/日）

新地南工業団地（新地町）26
■現　　況：造成中
■用途地域：白地
■分譲価格：7,300円/㎡
■地域指定： － 
■地　　目：雑種地
■用水　　：上水道900
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　新地ICまで0.5㎞
■排　　水：単独処理後
　　　　　　公共下水道に放流･E水域
■電　　力：駒ヶ嶺変電所4㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否：否

㈱リード

新地町企画振興課 ℡0244-62-2112　E-mail kigyo@shinchi-town.jp■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/2以内 （大企業1/3以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区

工業団地内立地企業

新地IC

国道113号
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動
自
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至相馬市

至仙台市

県道赤柴
中島線

5.4

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

11.3 8.3 2.9 5.4

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

70.1 47.5 ー 47.5

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

39.1 24.1 15.9 8.2

特例工業団地

※平成29年度引渡開始予定

（㎥/日）

■現　　況：造成済 
■用途地域：白地
■分譲価格：6,800円/㎡
■地域指定：－ 
■地　　目：雑種地
■用水　　：上水道240
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　新地ICまで4㎞
■排　　水：単独処理後
　　　　　　公共下水道に接続･
　　　　　　E水域
■電　　力：駒ヶ嶺変電所2㎞
　　　　　 （特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否：否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/2以内 （大企業1/3以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区

　

工業団地内立地企業

駒ヶ嶺工業用地25

新地町企画振興課 ℡0244-62-2112　E-mail kigyo@shinchi-town.jp■問い合わせ先

（新地町）

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積
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Fukushima 【 凡例 】 ■分譲中 ■分譲済（内定） ■緑地 ■調節池 ■仮設施設等で使用中につき分譲休止中 
※排水：「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（県条例第18号）」の区分による。

相馬市・南相馬市・双葉郡（広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町
双葉町・浪江町・葛尾村）・相馬郡（新地町・飯舘村）・いわき市相双地域・いわき地域

■現　　況：造成済
■用途地域：工業
■分譲価格：10年間賃貸（賃料未定）
■地域指定：工適
■地　　目：宅地
■用水　　：工業用水2,000
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　広野ICまで2㎞
■排　　水：単独処理後排水
　　　　　　E水域
■電　　力：木戸変電所1㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

■適用優遇制度
　■自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金
　　補助率3/4以内 （大企業2/3以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■広野町雇用促進奨励金
　　福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金（F補助金）

富士フイルムファインケミカルズ㈱、日本化学産業㈱、㈱メイコー、東亜合成
㈱、㈱下村電友舎製作所、大丸化工㈱、ガイアートＴ・Ｋ、㈱シマキュウ、㈱
プリント電子研究所、㈱ディ・エム・シー、㈱広野製作所

工業団地内立地企業

広野工業団地31

広野町産業振興課 ℡0240－27－4163　E-mail sangyou@town.hirono.fukushima.jp■問い合わせ先

（広野町）

（㎥/日）

（㎥/日）

楢葉町産業用地（楢葉町）30
■現　　況：未造成
■用途地域：－
■分譲価格：－
■地域指定：－ 
■地　　目：－
■用水　　：上水道
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　広野ICまで15㎞
■排　　水：単独処理後排水
■電　　力：－
■Ｎ　　値：－
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

　

楢葉町新産業創造室 ℡0240-25-2111　E-mail souzou-n@town.naraha.lg.jp■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金
　　補助率3/4以内 （大企業2/3以内）
　■福島復興再生特別措置法による課税の特例･ふくしま産業復興投資促進特区
　■福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金（F補助金）

工業団地内立地企業

※平成30年度末引渡開始（予定）

■現　　況：造成中
■用途地域：指定なし
■分譲価格：賃貸（賃料未定）
■地域指定：－
■地　　目：－
■用水　　：上水道120
■輸送条件：常磐自動車道 常磐富岡ICまで16㎞
■排　　水：単独処理後排水･E水域
■電　　力：上川内変電所4㎞（特高）
■Ｎ　　値：－
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

（㎥/日）

田ノ入工業団地（川内村） ※平成29年引渡開始（予定）32

　

川内村産業振興課 ℡0240-38-2112　E-mail syoukou@vill.kawauchi.lg.jp■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金
　　補助率2/3以内 （大企業1/2以内）
　■福島復興再生特別措置法による課税の特例
　　ふくしま産業復興投資促進特区
　■福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金（F補助金）
工業団地内立地企業

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

33.0 26.0 0 26.0

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

14.9 7.3 0 7.3

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

54.0 45.2 40.7 4.5

4.5

0.7 0.4 0.4
0.6 2.10.82.3

（㎥/日）

大熊西工業団地（大熊町）29
■現　　況：未造成
■用途地域：工専
■分譲価格：10,000円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：山林
■用水　　：工業用水533
　　　　　　上水道2,000
　　　　　　地下水1,000
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　常磐富岡ICまで3㎞
　　　　　　大熊ICまで3㎞
　　　　　 （平成30年供用開始）
■排　　水：単独処理後熊川･E水域
■電　　力：富岡変電所5㎞（普高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

　

大熊町企画調整課 ℡0242-26-3844　E-mail kikakuchosei@town.okuma.fukushima.jp■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金
　　補助率3/4以内（大企業2/3以内）
　■福島復興再生特別措置法による課税の特例･ふくしま産業復興投資促進特区
　■福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金（F補助金）

工業団地内立地企業

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

30.2 12.2 0 12.2

■仮設施設等で使用中につき分譲休止中
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Fukushima 【 凡例 】 ■分譲中 ■分譲済（内定） ■緑地 ■調節池 ■仮設施設等で使用中につき分譲休止中 
※排水：「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（県条例第18号）」の区分による。

相馬市・南相馬市・双葉郡（広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町
双葉町・浪江町・葛尾村）・相馬郡（新地町・飯舘村）・いわき市相双地域・いわき地域

■現　　況：造成済
■用途地域：工業
■分譲価格：10年間賃貸（賃料未定）
■地域指定：工適
■地　　目：宅地
■用水　　：工業用水2,000
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　広野ICまで2㎞
■排　　水：単独処理後排水
　　　　　　E水域
■電　　力：木戸変電所1㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

■適用優遇制度
　■自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金
　　補助率3/4以内 （大企業2/3以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■広野町雇用促進奨励金
　　福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金（F補助金）

富士フイルムファインケミカルズ㈱、日本化学産業㈱、㈱メイコー、東亜合成
㈱、㈱下村電友舎製作所、大丸化工㈱、ガイアートＴ・Ｋ、㈱シマキュウ、㈱
プリント電子研究所、㈱ディ・エム・シー、㈱広野製作所

工業団地内立地企業

広野工業団地31

広野町産業振興課 ℡0240－27－4163　E-mail sangyou@town.hirono.fukushima.jp■問い合わせ先

（広野町）

（㎥/日）

（㎥/日）

楢葉町産業用地（楢葉町）30
■現　　況：未造成
■用途地域：－
■分譲価格：－
■地域指定：－ 
■地　　目：－
■用水　　：上水道
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　広野ICまで15㎞
■排　　水：単独処理後排水
■電　　力：－
■Ｎ　　値：－
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

　

楢葉町新産業創造室 ℡0240-25-2111　E-mail souzou-n@town.naraha.lg.jp■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金
　　補助率3/4以内 （大企業2/3以内）
　■福島復興再生特別措置法による課税の特例･ふくしま産業復興投資促進特区
　■福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金（F補助金）

工業団地内立地企業

※平成30年度末引渡開始（予定）

■現　　況：造成中
■用途地域：指定なし
■分譲価格：賃貸（賃料未定）
■地域指定：－
■地　　目：－
■用水　　：上水道120
■輸送条件：常磐自動車道 常磐富岡ICまで16㎞
■排　　水：単独処理後排水･E水域
■電　　力：上川内変電所4㎞（特高）
■Ｎ　　値：－
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

（㎥/日）

田ノ入工業団地（川内村） ※平成29年引渡開始（予定）32

　

川内村産業振興課 ℡0240-38-2112　E-mail syoukou@vill.kawauchi.lg.jp■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金
　　補助率2/3以内 （大企業1/2以内）
　■福島復興再生特別措置法による課税の特例
　　ふくしま産業復興投資促進特区
　■福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金（F補助金）
工業団地内立地企業

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

33.0 26.0 0 26.0

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

14.9 7.3 0 7.3

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

54.0 45.2 40.7 4.5

4.5

0.7 0.4 0.4
0.6 2.10.82.3

（㎥/日）

大熊西工業団地（大熊町）29
■現　　況：未造成
■用途地域：工専
■分譲価格：10,000円/㎡
■地域指定：工適
■地　　目：山林
■用水　　：工業用水533
　　　　　　上水道2,000
　　　　　　地下水1,000
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　常磐富岡ICまで3㎞
　　　　　　大熊ICまで3㎞
　　　　　 （平成30年供用開始）
■排　　水：単独処理後熊川･E水域
■電　　力：富岡変電所5㎞（普高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

　

大熊町企画調整課 ℡0242-26-3844　E-mail kikakuchosei@town.okuma.fukushima.jp■問い合わせ先

■適用優遇制度
　■自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金
　　補助率3/4以内（大企業2/3以内）
　■福島復興再生特別措置法による課税の特例･ふくしま産業復興投資促進特区
　■福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金（F補助金）

工業団地内立地企業

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

30.2 12.2 0 12.2

■仮設施設等で使用中につき分譲休止中
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【 凡例 】 ■分譲中 ■分譲済（内定） ■緑地 ■調節池 ■仮設施設等で使用中につき分譲休止中 
※排水：「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（県条例第18号）」の区分による。

相馬市・南相馬市・双葉郡（広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町
双葉町・浪江町・葛尾村）・相馬郡（新地町・飯舘村）・いわき市

相双地域・いわき地域

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：工専
■分譲価格：約9,950円/㎡～
■地域指定：－
■地　　目：雑種地
■用水　　：上水道3,766
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　新地ICまで5㎞
■排　　水：単独処理後太平洋･E水域
■電　　力：駒ヶ嶺変電所4㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/2以内（大企業1/3以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区

㈱昭和電工

工業団地内立地企業

相馬港５号埠頭工業用地34

新地町企画振興課 ℡0244-62-2112　E-mail kigyo@shinchi-town.jp
福島県土木部港湾課 ℡024-521-7497

■問い合わせ先

（新地町）

◎詳しくは、福島県商工労働部企業立地課までお問い合わせ下さい。 ＴＥＬ：０２４－５２１－８５２３

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金
（製造・サービス業等立地支援事業）

事業目的
被災者の「働く場」を確保し、今後の自立・帰還を加速させるため、福島県
の避難指示区域等を対象に、工場等の新増設を行う企業を支援し、雇用の
創出及び産業集積を図る

（１）避難指示区域、解除後１年までの避難解除区域（図凡例①～④）
　　中小企業３／４以内、大企業２／３以内
（２）避難解除区域等　　（図凡例⑤）
　　中小企業２／３以内、大企業１／２以内

帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、避難解除区域、
旧緊急時避難準備区域　　（右図の赤枠内地域）

製造業、卸・小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業 等

工場、物流施設、試験研究施設、機械設備、店舗、社宅、その他施設 等

用地の取得、建設から設備設置までの初期の立地経費 等

対象業種

対象地域

対象施設

対象経費

投資額に応じた一定の雇用の創出など交付要件

申請期限：３０年度末まで、運用期限：３２年度末まで実施期間

補 助 率

◎詳しくは、福島県商工労働部企業立地課までお問い合わせ下さい。 ＴＥＬ：０２４－５２１－７９１６

福島イノベーション・
コースト構想推進施設整備等補助金
（地域復興実用化開発等促進事業）

事業目的
福島第一原発の廃炉や被災地域の復興を円滑に進めていくため、その周
辺地域において、ロボット技術をはじめエネルギー等多岐にわたる分野
の研究開発が実施され、浜通り地域の産業振興を支える新技術、新産業創
出を図るもの。

①浜通り地域において実施される実用化開発等
　■地元企業等
　　補助率 ： 中小企業等 2／3
 大企業 1／2
　■地元企業等と連携して実施する企業
　　補助率 ： 中小企業等 2／3
 大企業 1／2
②国際産学官共同利用への入居による
　実用化開発等
　　補助率 ： 中小企業等 2／3
 大企業 1／2

イノベーション・コースト構想の重点分野（廃炉、ロボット、エネルギー、
環境・リサイクル、農林水産業等）について、地元企業との連携による以下
の地域振興に資する実用化開発等費用を支援する。
　①浜通り地域において実施される実用化開発等
　②国際産学官共同利用施設への入居による実用化開発等

浜通り地域（右図着色エリア）対象地域

対象事業

補 助 率

Preferential system優 遇 制 度

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

9.1 8.6 1.0 7.6

（㎥/日）

■現　　況：一部造成済
■用途地域：工業
■分譲価格：16,000円/㎡
 　（第2期区域未定）
■地域指定：工適
■地　　目：雑種地
■用水　　：上水道2,800
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　いわき四倉ICまで4㎞
■排　　水：単独処理後
　　　　　　境川･Ｄ水域
■電　　力：四倉変電所3㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否： 否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/2以内 （大企業1/3以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■いわき市工場等立地奨励金、いわき市雇用奨励金
　■福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地事業費補助金（F補助金）

㈱モード･ホシ、日本精機㈱、㈲小野川製作所、アジア物性材料㈱、根本興産㈱
㈱成栄、㈱丸東、㈱金子製作所、藤沢産業㈱、丸光機械工業㈲、大和電線工業㈱

工業団地内立地企業

いわき四倉中核工業団地33

福島県企業局経営販売課 ℡024-521-7575　E-mail kigyou_keieihanbai@pref.fukushima.lg.jp 
いわき市産業港湾振興課 ℡0246-22-1142　E-mail sangyokowanshinko@city.iwaki.fukushima.jp

■問い合わせ先

（いわき市）

※（第2期区域）平成30年春分譲

7.2
1.0

1.6

8.2

1.6

Q-1-2
1.4

Q-1-1
1.5

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

127.5 50.6 15.7 25.7

特例工業団地

▼共同利用施設イメージ図

第2期区域

福島県

帰還困難区域
居住制限区域
避難指示解除準備区域
避難解除区域（解除から1年未満）
避難解除区域･旧緊急時避難準備区域

①
②
③
④
⑤

【凡例】

双葉町

大熊町

富岡町

広野町

川内村

小野町

平田村

古殿町

相馬市

新地町

伊達市

国見町

川俣町

二本松市

葛尾村
浪江町

南相馬市

飯舘村

いわき市

楢葉町

田村市
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【 凡例 】 ■分譲中 ■分譲済（内定） ■緑地 ■調節池 ■仮設施設等で使用中につき分譲休止中 
※排水：「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（県条例第18号）」の区分による。

相馬市・南相馬市・双葉郡（広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町
双葉町・浪江町・葛尾村）・相馬郡（新地町・飯舘村）・いわき市

相双地域・いわき地域

（㎥/日）

■現　　況：造成済
■用途地域：工専
■分譲価格：約9,950円/㎡～
■地域指定：－
■地　　目：雑種地
■用水　　：上水道3,766
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　新地ICまで5㎞
■排　　水：単独処理後太平洋･E水域
■電　　力：駒ヶ嶺変電所4㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否：可

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/2以内（大企業1/3以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区

㈱昭和電工

工業団地内立地企業

相馬港５号埠頭工業用地34

新地町企画振興課 ℡0244-62-2112　E-mail kigyo@shinchi-town.jp
福島県土木部港湾課 ℡024-521-7497

■問い合わせ先

（新地町）

◎詳しくは、福島県商工労働部企業立地課までお問い合わせ下さい。 ＴＥＬ：０２４－５２１－８５２３

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金
（製造・サービス業等立地支援事業）

事業目的
被災者の「働く場」を確保し、今後の自立・帰還を加速させるため、福島県
の避難指示区域等を対象に、工場等の新増設を行う企業を支援し、雇用の
創出及び産業集積を図る

（１）避難指示区域、解除後１年までの避難解除区域（図凡例①～④）
　　中小企業３／４以内、大企業２／３以内
（２）避難解除区域等　　（図凡例⑤）
　　中小企業２／３以内、大企業１／２以内

帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、避難解除区域、
旧緊急時避難準備区域　　（右図の赤枠内地域）

製造業、卸・小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業 等

工場、物流施設、試験研究施設、機械設備、店舗、社宅、その他施設 等

用地の取得、建設から設備設置までの初期の立地経費 等

対象業種

対象地域

対象施設

対象経費

投資額に応じた一定の雇用の創出など交付要件

申請期限：３０年度末まで、運用期限：３２年度末まで実施期間

補 助 率

◎詳しくは、福島県商工労働部企業立地課までお問い合わせ下さい。 ＴＥＬ：０２４－５２１－７９１６

福島イノベーション・
コースト構想推進施設整備等補助金
（地域復興実用化開発等促進事業）

事業目的
福島第一原発の廃炉や被災地域の復興を円滑に進めていくため、その周
辺地域において、ロボット技術をはじめエネルギー等多岐にわたる分野
の研究開発が実施され、浜通り地域の産業振興を支える新技術、新産業創
出を図るもの。

①浜通り地域において実施される実用化開発等
　■地元企業等
　　補助率 ： 中小企業等 2／3
 大企業 1／2
　■地元企業等と連携して実施する企業
　　補助率 ： 中小企業等 2／3
 大企業 1／2
②国際産学官共同利用への入居による
　実用化開発等
　　補助率 ： 中小企業等 2／3
 大企業 1／2

イノベーション・コースト構想の重点分野（廃炉、ロボット、エネルギー、
環境・リサイクル、農林水産業等）について、地元企業との連携による以下
の地域振興に資する実用化開発等費用を支援する。
　①浜通り地域において実施される実用化開発等
　②国際産学官共同利用施設への入居による実用化開発等

浜通り地域（右図着色エリア）対象地域

対象事業

補 助 率

Preferential system優 遇 制 度

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

9.1 8.6 1.0 7.6

（㎥/日）

■現　　況：一部造成済
■用途地域：工業
■分譲価格：16,000円/㎡
 　（第2期区域未定）
■地域指定：工適
■地　　目：雑種地
■用水　　：上水道2,800
■輸送条件：常磐自動車道
　　　　　　いわき四倉ICまで4㎞
■排　　水：単独処理後
　　　　　　境川･Ｄ水域
■電　　力：四倉変電所3㎞（特高）
■Ｎ　　値：50
■区画分割可否：可
■賃貸可否： 否

■適用優遇制度
　■津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
　　補助率1/2以内 （大企業1/3以内）
　■ふくしま産業復興投資促進特区
　■いわき市工場等立地奨励金、いわき市雇用奨励金
　■福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地事業費補助金（F補助金）

㈱モード･ホシ、日本精機㈱、㈲小野川製作所、アジア物性材料㈱、根本興産㈱
㈱成栄、㈱丸東、㈱金子製作所、藤沢産業㈱、丸光機械工業㈲、大和電線工業㈱

工業団地内立地企業

いわき四倉中核工業団地33

福島県企業局経営販売課 ℡024-521-7575　E-mail kigyou_keieihanbai@pref.fukushima.lg.jp 
いわき市産業港湾振興課 ℡0246-22-1142　E-mail sangyokowanshinko@city.iwaki.fukushima.jp

■問い合わせ先

（いわき市）

※（第2期区域）平成30年春分譲

7.2
1.0

1.6

8.2

1.6

Q-1-2
1.4

Q-1-1
1.5

総面積面積
（ha）

工場用地 分譲済面積 分譲可能面積

127.5 50.6 15.7 25.7

特例工業団地

▼共同利用施設イメージ図

第2期区域

福島県

帰還困難区域
居住制限区域
避難指示解除準備区域
避難解除区域（解除から1年未満）
避難解除区域･旧緊急時避難準備区域

①
②
③
④
⑤

【凡例】

双葉町

大熊町

富岡町

広野町

川内村

小野町

平田村

古殿町

相馬市

新地町

伊達市

国見町

川俣町

二本松市

葛尾村
浪江町

南相馬市

飯舘村

いわき市

楢葉町

田村市
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【実施期間】平成32年度末までに対象施設の立地事業を完了する必要があります。

目的・概要

その他

補
助
対
象
要
件

対象施設

対象経費

交付要件

◆雇用要件について

補助率
・
上限額

①

②

③

福島第一
原子力発電所

福島第二
原子力発電所

◆補助率別地域区分図

投下固定資産額 新規地元雇用者数

3人以上

5人以上

10人以上

20人以上

30人以上

40人以上

50人以上

60人以上

70人以上

80人以上

90人以上

100人以上

5千万円以上

1億円以上

10億円以上

20億円以上

30億円以上

40億円以上

50億円以上

60億円以上

70億円以上

80億円以上

90億円以上

100億円以上

◎詳しくは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。
　　● みずほ情報総研（株）社会政策コンサルティング部（事務局）03-5289-7204
   　　【受付時間　10：00～12：00及び13：00～17：00（土日祝日除く）】

東日本大震災で特に大きな被害を受けた津波浸水地域、及び原子力災害により甚大
な被害を受けた避難指示区域等であって避難指示が解除された地域を中心に福島県
内の産業復興を加速させ、雇用の創出を通じて地域経済の活性化を図ります。

工場立地に係る初期投資額（当該事業の用に供するものに限ります）、土地取得費（賃
借料は対象外）、建物及び、機械設備等の取得費、これらと合わせて実施する付帯工事
費。

●投下固定資産額に応じた新規地元雇用を要件とします。（右表参照）
●設備のみの投資計画は補助対象外です。
●平成25年1月29日（平成25年度予算案閣議決定日）より前に対外発表した事業は、
　補助対象外とします。

①原子力災害被災地域 ■
　P.42「自立･帰還支援雇用創出企業立地補助金」対象

③〈①②〉以外の地域 ■　● 大企業 1/4以内  ● 中小企業 1/3以内
【上限額】30億円

②津波で甚大な被害を受けた市町村 ■ 　● 大企業 1/3以内 ● 中小企業 1/2以内
【上限額】外部審査委員会の評価が特に高い案件は、50億円。その他の場合は30億円

工場・物流施設・試験研究施設・コールセンター等の対象事業者サービス業の施設

津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金（国制度）

（１）輸送用機械関連産業　（２）電子機械関連産業　
（３）情報通信関連産業　　（４）医療関連産業
（５）再生可能エネルギー関連産業
（６）食品・飲料関連産業　  （７）地域資源活用型産業

①新規立地新設企業の法人税を実質５年間無税
②機械・装置、建物等の投資に係る特別償却又は税額控除
③被災雇用者に対する給与等支給額の10％を税額控除
④開発研究用減価償却資産の即時償却及び税額控除
⑤施設・設備の新増設による事業税、不動産取得税、固定資産税
　の課税免除等 （※①、②、④の指定を受けた場合のみ）

①機械・装置、建物等の投資に係る特別償却又は税額控除
②被災雇用者に対する給与等支給額の20％を税額控除
③施設・設備の新増設による事業税、不動産取得税、
　固定資産税の課税免除等（※①の指定を受けた場合のみ）

県内59市町村の工業団地等（1,348カ所） 避難解除区域（旧緊急時避難準備区域を含む）
避難指示解除準備区域  居住制限区域

雇用機会の確保など、避難解除等区域の復興に資する事業

福島復興再生特別措置法による課税の特例
ふくしま産業復興投資促進特区（税制優遇）

対
象
業
種

税
制
優
遇
内
容

対
象
区
域

「ふくしま産業復興投資促進特区」による課税の特例 「福島復興再生特別措置法」による課税の特例

①増加雇用者１人当たり50万円を税額控除
　〈従来の40万円に、地方拠点分は10万円上乗せ〉
②法人全体の雇用増加率10％未満の場合でも、
　１人当たり20万円を税額控除

※本社機能とは、調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門のいずれかを有する事務所または研究所、
　もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいう。工場及び当該地域を管轄する営業所等は含まない。拡充だけでなく新設も含まれる。
※「特定業務施設の整備」にあたっては、本社機能に係る業務を行う事業所の増床が必要。

①増加雇用者１人当たり最大80万円を税額控除
　〈拡充型50万円に、地方拠点分は更に30万円上乗せ〉
②①のうち30万円分は、雇用を維持していれば、
　最大3年間継続
③②は法人全体の雇用増がなくても、東京から地方への
　移転者にも適用

自治体が固定資産税、不動産取得税の不均一課税を行った
場合、交付税で補填措置

固定資産税、不動産取得税に加え、事業税についても
交付税で補填措置

特別償却15％又は税額控除４％ 特別償却25％又は税額控除７％

（仮称）ふくしま地方拠点強化促進税制（税制優遇）

地域再生計画において地方活力向上地域として設定した地域

雇用促進税制

支援対象地域

オ フ ィ ス
取 得 減 税

地 方 税 の
減 収 補 填

地方にある本社機能を
拡充し特定業務施設を
整備する事業

東京23区にある本社
機能を地方（地方活力
向上地域）に移転し、
特定業務施設を整備
する事業

拡 充 型（含対内直投） 移  転  型

地方の企業の
拠点拡充

東京一極集中の是正
地方移転の促進

Preferential system優 遇 制 度
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【実施期間】平成32年度末までに対象施設の立地事業を完了する必要があります。

目的・概要

その他

補
助
対
象
要
件

対象施設

対象経費

交付要件

◆雇用要件について

補助率
・
上限額

①

②

③

福島第一
原子力発電所

福島第二
原子力発電所

◆補助率別地域区分図

投下固定資産額 新規地元雇用者数

3人以上

5人以上

10人以上

20人以上

30人以上

40人以上

50人以上

60人以上

70人以上

80人以上

90人以上

100人以上

5千万円以上

1億円以上

10億円以上

20億円以上

30億円以上

40億円以上

50億円以上

60億円以上

70億円以上

80億円以上

90億円以上

100億円以上

◎詳しくは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。
　　● みずほ情報総研（株）社会政策コンサルティング部（事務局）03-5289-7204
   　　【受付時間　10：00～12：00及び13：00～17：00（土日祝日除く）】

東日本大震災で特に大きな被害を受けた津波浸水地域、及び原子力災害により甚大
な被害を受けた避難指示区域等であって避難指示が解除された地域を中心に福島県
内の産業復興を加速させ、雇用の創出を通じて地域経済の活性化を図ります。

工場立地に係る初期投資額（当該事業の用に供するものに限ります）、土地取得費（賃
借料は対象外）、建物及び、機械設備等の取得費、これらと合わせて実施する付帯工事
費。

●投下固定資産額に応じた新規地元雇用を要件とします。（右表参照）
●設備のみの投資計画は補助対象外です。
●平成25年1月29日（平成25年度予算案閣議決定日）より前に対外発表した事業は、
　補助対象外とします。

①原子力災害被災地域 ■
　P.42「自立･帰還支援雇用創出企業立地補助金」対象

③〈①②〉以外の地域 ■　● 大企業 1/4以内  ● 中小企業 1/3以内
【上限額】30億円

②津波で甚大な被害を受けた市町村 ■ 　● 大企業 1/3以内 ● 中小企業 1/2以内
【上限額】外部審査委員会の評価が特に高い案件は、50億円。その他の場合は30億円

工場・物流施設・試験研究施設・コールセンター等の対象事業者サービス業の施設

津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金（国制度）

（１）輸送用機械関連産業　（２）電子機械関連産業　
（３）情報通信関連産業　　（４）医療関連産業
（５）再生可能エネルギー関連産業
（６）食品・飲料関連産業　  （７）地域資源活用型産業

①新規立地新設企業の法人税を実質５年間無税
②機械・装置、建物等の投資に係る特別償却又は税額控除
③被災雇用者に対する給与等支給額の10％を税額控除
④開発研究用減価償却資産の即時償却及び税額控除
⑤施設・設備の新増設による事業税、不動産取得税、固定資産税
　の課税免除等 （※①、②、④の指定を受けた場合のみ）

①機械・装置、建物等の投資に係る特別償却又は税額控除
②被災雇用者に対する給与等支給額の20％を税額控除
③施設・設備の新増設による事業税、不動産取得税、
　固定資産税の課税免除等（※①の指定を受けた場合のみ）

県内59市町村の工業団地等（1,348カ所） 避難解除区域（旧緊急時避難準備区域を含む）
避難指示解除準備区域  居住制限区域

雇用機会の確保など、避難解除等区域の復興に資する事業

福島復興再生特別措置法による課税の特例
ふくしま産業復興投資促進特区（税制優遇）

対
象
業
種

税
制
優
遇
内
容

対
象
区
域

「ふくしま産業復興投資促進特区」による課税の特例 「福島復興再生特別措置法」による課税の特例

①増加雇用者１人当たり50万円を税額控除
　〈従来の40万円に、地方拠点分は10万円上乗せ〉
②法人全体の雇用増加率10％未満の場合でも、
　１人当たり20万円を税額控除

※本社機能とは、調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門のいずれかを有する事務所または研究所、
　もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいう。工場及び当該地域を管轄する営業所等は含まない。拡充だけでなく新設も含まれる。
※「特定業務施設の整備」にあたっては、本社機能に係る業務を行う事業所の増床が必要。

①増加雇用者１人当たり最大80万円を税額控除
　〈拡充型50万円に、地方拠点分は更に30万円上乗せ〉
②①のうち30万円分は、雇用を維持していれば、
　最大3年間継続
③②は法人全体の雇用増がなくても、東京から地方への
　移転者にも適用

自治体が固定資産税、不動産取得税の不均一課税を行った
場合、交付税で補填措置

固定資産税、不動産取得税に加え、事業税についても
交付税で補填措置

特別償却15％又は税額控除４％ 特別償却25％又は税額控除７％

（仮称）ふくしま地方拠点強化促進税制（税制優遇）

地域再生計画において地方活力向上地域として設定した地域

雇用促進税制

支援対象地域

オ フ ィ ス
取 得 減 税

地 方 税 の
減 収 補 填

地方にある本社機能を
拡充し特定業務施設を
整備する事業

東京23区にある本社
機能を地方（地方活力
向上地域）に移転し、
特定業務施設を整備
する事業

拡 充 型（含対内直投） 移  転  型

地方の企業の
拠点拡充

東京一極集中の是正
地方移転の促進

Preferential system優 遇 制 度
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●概要／原子力発電施設等周辺地域の振興を図るため、当該地域の立地（電力契約の新設または増設）する企業に対し、実際に支払った電気料金の一部を補助します。
●対象地域／電源地域のうち、原子力発電施設の設置がその区域内において行われている市町村及び立地見込みの市町村又はその周辺市町村
●主な交付要件／事業所の新設または増設に伴い、契約電力が増加すること。雇用者数が３人以上増加すること
●交付額等／支払い電気料金の一部を、最大８年間補助

◎詳しくは、福島県商工労働部 企業立地課までお問い合わせ下さい。
　TEL:024-521-7280

福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金（F補助金）

福 島 県 税
特別措置条例

工業生産設備取得額
2,700万円超

○3年間
○課税免除

○3年間
○不均一課税

○3年間
○不均一課税

○3年間
○不均一課税

○取得時
○課税免除

○取得時
○課税免除

○5年間
○課税免除

○5年間
○課税免除

○3年間
○課税免除

○5年間
○課税免除

○5年間
○課税免除

○取得時
○課税免除

○取得時
○課税免除

○取得時
○課税免除

工業生産設備取得額
2,700万円超

製造業等（除く農林漁業関連業種）
2億円超

製造業（農林漁業関連業種）
2億円超

復興産業集積区域において、雇用機会
の確保に寄与する「産業集積事業」等
を実施する指定事業者又は指定法人

避難指示対象区域内にH23.3.11時
点で事業所が所在していたことにつ
いて県の確認を受けた既存事業者

避難解除等区域復興再生事業実施計画
について県の認定を受けた新規事業者

過 疎 地 区（ ★ ）

原子力発電施設等
立 地 地 域（ ● ）

企業立地促進法に
基づく集積地域

復興産業集積区域

企業立地促進区域
※2

避難解除区域等
※2

福島県復興産業集積
区域における県税の課
税免除に関する条例

福島企業立地促進区
域及び避難解除区域
等における県税の課
税免除に関する条例

※2 対象市町村：田村市、南相馬市、川俣町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、及び飯館村の一部、広野町、楢葉町、川内村の全域

※1 固定資産税については、各市町村の条例においても優遇措置が定められているため、各市町村税務担当にお問い合わせください。
◎詳しくは、各地方振興局県税部へお問合せ下さい。

税制上の優遇措置
条例名 対象地域 対象者の要件 事業税 固定資産税※1 不動産取得税

※市町村区分は平成27年3月31日現在のものです。

原子力発電施設等周辺地域

（平成26年4月1日現在）

（平成27年4月1日現在）

●産業支援サービス業（特定16業種）
　①自然科学研究所 ②情報処理サービス業 ③機械設計業 ④ソフトウェア業 ⑤エンジニアリング業 ⑥デザイン業 ⑦情報提供サービス業
　⑧広告代理業 ⑨ディスプレイ業 ⑩経営コンサルタント業 ⑪機械修理業 ⑫非破壊検査業 ⑬産業用設備洗浄業 ⑭総合リース業
　⑮産業用機械器具賃貸業 ⑯事務用機械器具賃貸業
◎詳しくは、福島県商工労働部 企業立地課までお問い合わせ下さい。　TEL:024-521-7280

福島県企業立地資金貸付制度

融 資 対 象
企 業

融 資 対 象
事 業

融 資 条 件

金 融 機 関

（1）県内の工場適地、工業団地、農工地区等へ新たに立地する企業もしくは増設または移転をする企業です。
（2）以下の事業を営む企業です。
 ア.製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業　　イ.特定16業種
（3）原則として中小企業基本法第2条に規定する中小企業を優先します。
（4）原則として新規雇用人員5名以上かつ新規雇用人員のうち
　  電源地域（県内51市町村が該当）の住民を2割以上確保する予定のある企業です。

（1）機械、設備の取得費　　（2）工場等（構築物を含む）の建設費　　（3）工場等の用地の取得及び造成費

（1）融資期間：15年以内（据置期間2年以内を含みます。）
（2）融資利率：固定（年1.9％）または、変動（年1.2％　原則として年2回の見直しを行います。）
　  ※利率は平成27年3月現在
（3）融資限度額：1企業　5億円（知事が特に必要と認めた場合10億円）※融資対象事業費の70％以内

原則として、県内に本店又は支店を有する銀行、㈱商工組合中央金庫、県内信用金庫、県内信用組合

◎詳しくは、福島県商工労働部医療関連産業集積推進室までお問い合わせ下さい。　TEL:０２４-５２１-７２８２

外資系進出企業投資支援事業（補助制度）

対 象 企 業

主 な 補 助
対 象 経 費

補助額・補助率

（1）外資系企業（出資金の割合の２分の１以上が外国企業である法人）
（2）「医薬品関連産業」「医療機器関連産業」「再生可能エネルギー関連産業」「ロボット関連産業」の
　  いすれか１つ以上を営むこと。（製品/部品/技術提供問わず）
（3）福島県内に初めて製造、研究開発、販売等の立地する企業。

（1）新たに賃借した事業用施設の賃借料、光熱水費
（2）関係法令等の経営コンサルタントへの委託料 
（3）日本法人設立や登記、従業員の在留資格取得にかかる経費　ほか

（1）補助額：上限28,000千円／社
（2）補助率：3／4

地域総合整備資金貸付制度（ふるさと融資）
地域振興に資する民間事業活動に、県または市町村が無利子の資金を融資します。

設備の取得等にかかる費用

法人の民間事業者（第3セクターを含む）

①公益性、適度な事業収益性等の観点から実施されること　②融資対象事業費が2,500万円以上
③新規雇用（10人以上（市町村は5人以上））

融資対象事業に係る貸付対象費用から補助金を控除した額の45％以内
（上限：県融資67.5億円、市町村融資16.8億円）（東日本大震災被災地域は平成33年3月31日まで上限が引き上げられています）

15年以内（うち措置期間5年以内）

元金均等半年賦償還

民間金融機関による連帯保証が必要となり、保証料が必要となります。

◎詳しくは、福島県企画調整部地域政策課までお問い合せください。 TEL:024-521-7119
　http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025a/furusato.html

概 　 　 要

対 象 費 用

対 象 者

主 な 要 件

融 資 額

融 資 期 間
（償還期間）

償 還 方 法

担 保

Preferential system優 遇 制 度
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●概要／原子力発電施設等周辺地域の振興を図るため、当該地域の立地（電力契約の新設または増設）する企業に対し、実際に支払った電気料金の一部を補助します。
●対象地域／電源地域のうち、原子力発電施設の設置がその区域内において行われている市町村及び立地見込みの市町村又はその周辺市町村
●主な交付要件／事業所の新設または増設に伴い、契約電力が増加すること。雇用者数が３人以上増加すること
●交付額等／支払い電気料金の一部を、最大８年間補助

◎詳しくは、福島県商工労働部 企業立地課までお問い合わせ下さい。
　TEL:024-521-7280

福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金（F補助金）

福 島 県 税
特別措置条例

工業生産設備取得額
2,700万円超

○3年間
○課税免除

○3年間
○不均一課税

○3年間
○不均一課税

○3年間
○不均一課税

○取得時
○課税免除

○取得時
○課税免除

○5年間
○課税免除

○5年間
○課税免除

○3年間
○課税免除

○5年間
○課税免除

○5年間
○課税免除

○取得時
○課税免除

○取得時
○課税免除

○取得時
○課税免除

工業生産設備取得額
2,700万円超

製造業等（除く農林漁業関連業種）
2億円超

製造業（農林漁業関連業種）
2億円超

復興産業集積区域において、雇用機会
の確保に寄与する「産業集積事業」等
を実施する指定事業者又は指定法人

避難指示対象区域内にH23.3.11時
点で事業所が所在していたことにつ
いて県の確認を受けた既存事業者

避難解除等区域復興再生事業実施計画
について県の認定を受けた新規事業者

過 疎 地 区（ ★ ）

原子力発電施設等
立 地 地 域（ ● ）

企業立地促進法に
基づく集積地域

復興産業集積区域

企業立地促進区域
※2

避難解除区域等
※2

福島県復興産業集積
区域における県税の課
税免除に関する条例

福島企業立地促進区
域及び避難解除区域
等における県税の課
税免除に関する条例

※2 対象市町村：田村市、南相馬市、川俣町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、及び飯館村の一部、広野町、楢葉町、川内村の全域

※1 固定資産税については、各市町村の条例においても優遇措置が定められているため、各市町村税務担当にお問い合わせください。
◎詳しくは、各地方振興局県税部へお問合せ下さい。

税制上の優遇措置
条例名 対象地域 対象者の要件 事業税 固定資産税※1 不動産取得税

※市町村区分は平成27年3月31日現在のものです。

原子力発電施設等周辺地域

（平成26年4月1日現在）

（平成27年4月1日現在）

●産業支援サービス業（特定16業種）
　①自然科学研究所 ②情報処理サービス業 ③機械設計業 ④ソフトウェア業 ⑤エンジニアリング業 ⑥デザイン業 ⑦情報提供サービス業
　⑧広告代理業 ⑨ディスプレイ業 ⑩経営コンサルタント業 ⑪機械修理業 ⑫非破壊検査業 ⑬産業用設備洗浄業 ⑭総合リース業
　⑮産業用機械器具賃貸業 ⑯事務用機械器具賃貸業
◎詳しくは、福島県商工労働部 企業立地課までお問い合わせ下さい。　TEL:024-521-7280

福島県企業立地資金貸付制度

融 資 対 象
企 業

融 資 対 象
事 業

融 資 条 件

金 融 機 関

（1）県内の工場適地、工業団地、農工地区等へ新たに立地する企業もしくは増設または移転をする企業です。
（2）以下の事業を営む企業です。
 ア.製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業　　イ.特定16業種
（3）原則として中小企業基本法第2条に規定する中小企業を優先します。
（4）原則として新規雇用人員5名以上かつ新規雇用人員のうち
　  電源地域（県内51市町村が該当）の住民を2割以上確保する予定のある企業です。

（1）機械、設備の取得費　　（2）工場等（構築物を含む）の建設費　　（3）工場等の用地の取得及び造成費

（1）融資期間：15年以内（据置期間2年以内を含みます。）
（2）融資利率：固定（年1.9％）または、変動（年1.2％　原則として年2回の見直しを行います。）
　  ※利率は平成27年3月現在
（3）融資限度額：1企業　5億円（知事が特に必要と認めた場合10億円）※融資対象事業費の70％以内

原則として、県内に本店又は支店を有する銀行、㈱商工組合中央金庫、県内信用金庫、県内信用組合

◎詳しくは、福島県商工労働部医療関連産業集積推進室までお問い合わせ下さい。　TEL:０２４-５２１-７２８２

外資系進出企業投資支援事業（補助制度）

対 象 企 業

主 な 補 助
対 象 経 費

補助額・補助率

（1）外資系企業（出資金の割合の２分の１以上が外国企業である法人）
（2）「医薬品関連産業」「医療機器関連産業」「再生可能エネルギー関連産業」「ロボット関連産業」の
　  いすれか１つ以上を営むこと。（製品/部品/技術提供問わず）
（3）福島県内に初めて製造、研究開発、販売等の立地する企業。

（1）新たに賃借した事業用施設の賃借料、光熱水費
（2）関係法令等の経営コンサルタントへの委託料 
（3）日本法人設立や登記、従業員の在留資格取得にかかる経費　ほか

（1）補助額：上限28,000千円／社
（2）補助率：3／4

地域総合整備資金貸付制度（ふるさと融資）
地域振興に資する民間事業活動に、県または市町村が無利子の資金を融資します。

設備の取得等にかかる費用

法人の民間事業者（第3セクターを含む）

①公益性、適度な事業収益性等の観点から実施されること　②融資対象事業費が2,500万円以上
③新規雇用（10人以上（市町村は5人以上））

融資対象事業に係る貸付対象費用から補助金を控除した額の45％以内
（上限：県融資67.5億円、市町村融資16.8億円）（東日本大震災被災地域は平成33年3月31日まで上限が引き上げられています）

15年以内（うち措置期間5年以内）

元金均等半年賦償還

民間金融機関による連帯保証が必要となり、保証料が必要となります。

◎詳しくは、福島県企画調整部地域政策課までお問い合せください。 TEL:024-521-7119
　http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025a/furusato.html

概 　 　 要

対 象 費 用

対 象 者

主 な 要 件

融 資 額

融 資 期 間
（償還期間）

償 還 方 法

担 保

Preferential system優 遇 制 度
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Now is the time 
To locate your corporation
In the land where prospects of fortune bloom

今こそ福が咲く、
未来の島へ企業立地！

福島県商工労働部 企業立地課
〒960-8670 福島市杉妻町2-16
TEL:024-521-7916・8523（企業の立地相談）
TEL:024-521-7882（工場立地法・工業開発条例届出・企業立地促進法）
TEL:024-521-7280（立地企業振興）
FAX:024-521-7935
URL:http://www4.pref.fukushima.jp/investment/
E-mail:investment＠pref.fukushima.lg.jp

福島県東京事務所
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館12階
TEL:03-5212-9051　FAX:03-5212-9195

福島県大阪事務所
〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3-1-900 大阪駅前第１ビル 9階
TEL:06-6343-1721　FAX:06-6343-1727

福島県北海道事務所
〒060-0001 札幌市中央区北１条西2丁目2番1号 北海道経済センター5階
TEL:011-241-8717　FAX:011-241-8719

福島県名古屋事務所
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル9階
TEL:052-251-0368　FAX:052-251-6094

福島県上海事務所（公益財団法人福島県産業振興センター上海事務所）
〒200336 中国上海市長寧区延安西路2201号 上海国際貿易中心1710室
TEL +86-21-6270-5001　FAX +86-21-6270-5003
URL  http://fukushima-cn.jp/　　E-mail:info@fukushima-cn.jp

Investment Promotion Division
Commerce, Industry & Labour Department
Fukushima Prefectural Government
2-16 Sugitsuma-cho, Fukushima City 960-8670
Phone:024-521-7916・8523
(Consultation on where to locate your company)
Phone:024-521-7882
(Notification of factory location laws, factory development regulations,
and corporate location promotion laws)
Phone:024-521-7280
（For the promotion of existing and locating businesses）
FAX:024-521-7935
URL http://www4.pref.fukushima.jp/investment/
E-MAIL investment@pref.fukushima.lg.jp

Fukushima Prefectual Government 
Tokyo office 
Todofuken Kaikan Hall. 12F 
6-3,2-chome, Hirakawa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093 
Phone:03-5212-9051 FAX:03-5212-9195 

Fukushima Prefectual Government 
Osaka office 
Osaka Ekimae Daiichi Bldg. 9F 
3-1-900, 1 -chome, Umeda, Kita-ku, Osaka 530-0001 
Phone:06-6343-1721 FAX:06-6343-1727 

Fukushima Prefectual Government 
Hokkaido office 
Hokkaido keizai Center Bldg. 5F 
2-1, 2chome, kita-ichijo Nishi, Chuo-ku, Sapporo 060-0001 
Phone:011-241-8717 FAX:011-241-8719 

Fukushima Prefectual Government 
Nagoya office 
Chunichi Bldg. 9F 
1-1, 4-chome, Sakae, Naka-ku, Nagoya 460-0008 
Phone:052-251-0368 FAX:052-251-6094 

Fukushima Prefectual Government 
Shanghai office 
(Shanghai office of the Fukushima Centre for Industrial Promoti
1710 Shanghai International Trade Center, No.2201, Yanan
Xilu, Shanghai City, People's Republic of China 200336
Phone:+86-21-6270-5001 FAX:+86-21-6270-5003
URL http://fukushima-cn.jp/ E-MAIL info@fukushima-cn.jp

For information please contact:

このパンフレットは、福島特定原子力施設地域振興交付金により作成しています。
This pamphlet has been prepared with a special grant for measures against the effects of the nuclear power plant accident.      

企業立地のご相談は

Fukushima Prefecture Corporate
Location Guide General Information

福島県
企業立地
ガイド


