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（１）研究機関の先進事例

＜参考＞　　主な導入機能の先進事例

①復興に係る拠点施設の誘致要望　（郡山市）
　　郡山市長から福島県知事に、復興に係る拠点施設の誘致について次のような要望が出されている。

＜主な要望事項＞
　■放射線研究施設（放射線の影響に関する長期的健康管理や最先端の研究・医療を行う施設）
　■放射性物質除去に関する研究施設
　　（環境修復技術に関する国内外の叡智を結集する研究拠点など）
　■医療産業拠点施設
　　（世界をリードする医薬品・医療機器・医療ロボットの研究開発、製造拠点）
　■再生可能エネルギー拠点施設
　　（太陽光発電設備、風力発電設備に関わる先駆的な研究拠点と再生可能エネルギー関連産業）
　■政府系研究機関の拠点施設
　　…（国際原子力機関（ＩＡＥＡ）や国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）等の国内外の専門機関と連
携した政府系研究機関の拠点）

　■復興庁（仮称）など

②放射線専門機関の誘致活動　（いわき市）
　…　いわき市民の有志でつくる「放医研をいわき市に誘致する会」は、放射線研究の専門機関である
放射線医学総合研究所（千葉県）の関連施設の同市への誘致を政府に要望している。

　…　現在、取り組んでいるテーマは、放射線の人体への影響…、放射線による人体への障害の予防、診断、
治療…、放射線の医学利用（放射線治療など）であり、震災後、オフサイトセンター（現地対策本部）、
Ｊビレッジ、福島県立医大などにおいて放射線被曝への対応について指導や助言を行い、第一原発
内で被曝した患者の線量評価や除染なども行ってきた放医研の誘致に積極的な活動を進めている。

③「福島研究開発・産業創造拠点構想」の取り組み　（復興庁）
　…　福島県の復興の一環として、企業、大学、研究機関の協力の下、医療やエネルギー、放射線管理
など様々な研究開発の取り組みが行われつつあるが、復興庁が中心となってこれを総合的に支援す
るため、「福島研究開発・産業創造拠点構想」の取り組みが進められている。

＜基本理念＞
　●放射線医療に関する先端医療機関の誘致
　● 200万県民の健康を管理する機関の設置とその拠点としての福島県立医科大学の拡充
　●環境浄化に関する研究機関の誘致

※資料：復興庁HP

※資料：いわき市HP

※資料：郡山市HP

＜取り組みの方向＞

医療・放射線医学・健康管理 環境創造・廃炉技術 再生可能エネルギー

　・健康管理活動
　・放射線健康障害等の早期診断・最先端治療
　・放射線医学に係る人材育成
　・最先端癌治療（BNCT）の開発・実証
　・手術支援ロボットの開発・実証
　・企業・医療期間等が連携した医療機器・
　　ロボット等の開発・実証、事業化支援等
　・医薬品開発

　・一般除染技術、農地等除染技術の開発
　・環境中の多媒体モデリング、挙動解明
　・放射性核種の生態系における環境動態・
　　影響の把握、被ばく線量評価
　・農水産物への移行動態 農地土壌・森林関係
　　挙動の解明
　・野生動植物に関する長期的なモニタリング
　・安全な農林水産物の生産確保 情報発信
　・農作業の被ばく低減対策
　・汚染廃棄物・土壌の処理技術の評価・開発
　・環境創造に向けた大気・水・土壌等の保全対策
　　　　・高度安全廃炉技術
　　　　・原子力安全研修

　・再生可能エネルギーの研究開発
　　（最新一貫太陽電池試作ライン、最先端風力
　　　発電技術、高効率ヒートポンプ等）
　・浮体式洋上風力発電の実証研究
　・先端的太陽光発電事業モデルの実証研究
　・地熱資源開発の推進

○高度な環境安全技術の確立 ○再生可能エネルギーの大規模導入、
　産業創造

○全国に誇れる健康寿県の実現
○医療関連産業の振興・集積による雇用創出
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【「福島研究開発・産業創造拠点構想」における研究開発拠点】

※資料：復興庁HP
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（２）健康増進（ウェルネスパーク）の事例
①つくばウェルネスパーク（茨城県つくば市）の事例
　…　市民の健康づくりの拠点として、茨城県つくば市に平成 23年 5月にオープンした健康増進施設
で、温浴施設，温水プール及びトレーニングジムを備えた「ヘルスプラザ」，サッカー，フットサ
ルの試合ができる「セキショウ・チャレンジスタジアム」，サッカー，ラグビー，グランドゴルフ
など多目的なスポーツに対応した「スポーツフィールド」等の施設が整備されている。温水プール
や温浴施設は隣接するクリーンセンターから熱源を利用している。

　＜施設概要＞
　　・敷地面積：約 9.5ha
　　・延べ床面積：4,182㎡
　　・建築面積：3,000㎡…（ヘルスプラザ）
　　・規模：地上 2階　　　用途：水泳場、温浴施設他
　　・指定管理者　T・P・Hウェルネスパーク推進グループ…　（株式会社塚越産業）
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（３）テーマ性のある工業団地の事例
①北関東自動車道ＩＣ周辺における工業団地の整備事例　（栃木県真岡市）
　…　「真岡第 5工業団地」は北関東自動車道・真岡インターチェンジに直結した、北関東最大の内陸
型工業団地で、北関東自動車道沿線では IC周辺で工業団地の開発が活発化している。

※資料：栃木県HP・産業団地案内より
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②スマートコミュニティをテーマとした工業団地　（宮城県大衡村）
　…　トヨタ自動車とセントラル自動車は、宮城県大衡村の第二仙台北部工業団地において「F（エフ）
- グリッド構想」の取り組みを行っている。

　…　「F-グリッド構想」とは、工業団地を中心としたスマートコミュニティの実現に向け、「個々の工場」
だけでなく「隣接する工場間」、「工場と地域」の連携も含めた総合的なエネルギーマネジメントを
行う事により、より高いレベルの省エネや再生可能エネルギー利用を推進するもので、同構想が実
現すれば、工業団地に入居する工場の「環境性」、「経済性」、「セキュリティ性」の向上が期待でき、
工業団地、地域の価値・競争力・魅力を高めて産業振興に繋げ、地域振興・震災復興に貢献してい
くことを目指している。

③食をテーマとした工業団地の事例　　（熊本県熊本市）
　…　フードパル熊本は、食品工業団地で、オープンファクトリーとして工場見学や制作体験のできる
施設やレストラン・各種ショッピングコーナーなどがあり、週末にはフリーマーケットなども開催
され『食のテーマパーク』として賑わいを見せている。

■ F- グリッド構想の概要

※資料：フードパル熊本HP
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④観光交流施設と併せた工業団地の事例　（群馬県高崎市）
　…　群馬県の高崎市は大胆な優遇税制を打ち出して、企業誘致を軌道に乗せている。
　…　事業所税の４分の３補助や限度を設けずに土地取得費の 30％を助成する制度などを用意。手つ
かずの一等地に相次いで企業が進出した。

　…　2014 年４月に利用開始の関越自動車道の高崎玉村スマートインターチェンジ（ＩＣ）周辺に
60ヘクタールの工業団地造成を検討しているほか、大型の農産物販売センターを計画する。

　…　首都圏をはじめ県内外から観光客を呼び込む。高崎や群馬の農産物を扱うほか、東北の海産物を
取り扱う食の“アウトレット”を目指している。スマートＩＣ近くで浮上した新工業団地は計画段
階だが、県内外の企業から引き合いが多い。市の担当者も「３～ 10ha と大規模な土地を求めてい
る企業は多い」と販売に意欲をみせている。（高崎新聞より）

①大規模物流施設の立地の事例　（福島県ほか）～ P社、東北で新たに物流施設 6拠点を開発
　…　物流施設専門の不動産開発会社プロロジスは、福島県郡山市、宮
城県岩沼市と富谷町の物流集積地で、先進のプロロジスパーク開発
計画に着手した。これで同社は既に稼動する２拠点を含め東北エリ
アのプロロジスパークは、計 8拠点となる。

　…　福島県内では、郡山市の「郡山流通業務団地」に、敷地面積約
18,700㎡、延床面積約 25,000㎡、地上 3階建ての物流施設と、
敷地面積約 15,800㎡、延床面積約 25,000㎡、地上 3階建ての２
つの物流施設が開発される予定となっている。

　…　同社は、全国で計 68施設、総延床面積として約 3,305,400㎡の運営・管理、開発を進めている。

②物流団地の事例　（福島県郡山市）
　…　郡山流通業務団地は、東北自動車道郡山 ICに隣接し、東北地方の中心的役割を担う広域対応の
物流拠点として、運送業・卸売業等 28社が立地している。

（４）　物流施設・物流団地の事例

・総面積：約 25.5ha
・用途地域：準工業地域
・業種：卸売業
・道路： 国 道 49 号 ま で 0.5km、

郡山 IC まで 2.0km
・鉄道：新幹線郡山駅まで 9km
・空港：福島空港まで 30km
・港湾：小名浜港まで 97km

※資料：郡山市HP
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①ＩＣ一体型大規模商業施設の立地事例　（栃木県宇都宮市・上三川町）
　…　～インターパーク宇都宮南（Ｆショッピングモール宇都宮インターパーク店）
　…　北関東自動車道宇都宮上三川 IC に隣接する敷地面積約 17ha 大規模商業施設で、新 4号国道、
宇都宮環状道路に隣接する交通至便な位置にある。

　…　郊外型の大規模ショッピングセンターをはじめ、多種多様なロードサイド店舗が集積する北関東
最大の郊外型商業施設集積地区となっている。

　・宇都宮市に本社を持つ地元百貨店により平成 15…年に開設した大型商業施設
　・独立行政法人UR…都市機構による東谷 ･中谷土地区画整理事業地区内（約 137.5ha）に立地
　・敷地面積：約 170,000…㎡、・店舗面積：約 41,500…㎡

（５）　大規模商業施設の事例

※資料：独立行政法人UR…都市機構HP
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①６次産業化の事例
　■特産品のいわきのいちごのブランド化　（福島県いわき市）
　　…　震災で被害を受けたいわき市のいちご産地の中心地である夏井地区では、
震災後、いちご産地として生産の維持・拡大を図るため、「東日本大震災
復興交付金」を活用し、いちごハウスの整備や一語を活用した 6次産業化
（新たな加工品開発）を推進している。

　　…　主な製品としては、「いちごチョコレート」、「いちごジェラート」、「い
ちごプリン」及び「ドライいちごのパウンドケーキ」「いちごの飲むヨー
グルト」、「いちごパン」などがある。

　■「いしかわ牛」のブランド化　（福島県石川町）
　　…　福島県石川町では、あぶくま石川農協が、地元の肥育農家が
育てる「いしかわ牛」のブランド化に尽力しており、地元の消
費に向けてさまざまな活動を展開している。

　　…　レトルト食品として「いしかわ牛ビーフシチュー」や「いし
かわ牛味噌カレー」の開発、レストランを認定登録、シェフと
生産者の交流会などが行われ、いしかわ牛の魅力に気づいた料
理人も増えてきている。

　■地元産の米を使用したアイススクリームの開発　（茨城県つくば市）
　　…　茨城県つくば市北条地区では、平成 19…年に北条商店街の活性化
を目的とした「北条街づくり振興会」を商店街関係者、地域住民、
つくば大学の教授や学生ら 130…名により創設された。

　　…　茨城県商工労働部中小企業課の「茨城県がんばる商店街支援事業」
による支援を受け、地元の特産品である「筑波北条米」を活用した
アイスクリームなど特産メニューを開発し、製造販売を行っている。

　■「ほしいも」を活用した新商品開発　 （茨城県ひたちなか市）
　　…　健康食品の製造 ･販売会社、農産物の生産 ･加工会社および酒造会社をはじめ、醤油製造会社
および加工設備等の設計 ･開発会社が加わり、各企業の得意分野を活かした商品の開発 ･販売に
ついて連携し、地域の特産品である「ほしいも」を活用した従来にない画期的な機能性の高い高
付加価値商品として開発している。

　　…　（株）ひたちなかテクノセンターによる指導により、中小企業地域資源活用促進法に基づく地
域産業資源事業計画の認定を受け、経済産業省および農林水産省から商品開発の支援を受けてい
る。

　　　各企業の販売ルートを活用し、将来は海外展開を目標としている。

（６）　農業振興・農を活かした地域づくりの事例
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②企業の農業参入による新しい農業経営の事例　（福島県南会津町）
　

③滞在型農業施設（クラインガルテン）の事例
　■猪苗代クラインガルテン　（福島県猪苗代町）
　　 　「猪苗代クラインガルテン」は、民間の経営する農園で、一般の市

民農園のように、利用者自らの責任で耕作をおこなうのではなく、農
業法人猪苗代ハーブ園が、耕作の主体となって利用者に農業体験をし
てもらう「体験農業型」の運営を行っているのが特色である。

　　 　種、苗、肥料などの用意、耕作講習会　種まきの方法、耕作の仕方、
苗の植え付け、農具の使い方、トラクターの運転の仕方等の耕作指導
をはじめ、猪苗代里山倶楽部では、山菜狩り、ジャム作り、菜種油し
ぼり、エゴマ油しぼり、そば打ち、きのこ狩り、芋煮会、わら縄作り、
わらじ作り、炭焼き、ドライハーブ作りなど多様な体験が可能となっ
ている。

　■笠間クラインガルテン　（茨城県笠間市）
　　 　敷地面積：約 4ha の宿泊機能付き市民農園（利用料金：約 40 万円 /1 区画（1 年間））で、

日帰り市民農園（利用料金：約 1 万円 /1 区画（1 年間））も備えている。
　　 　クラブハウス（栽培講習会、体験教室および交流会などの開催）や農産物直売所も整備されて

いる。

※資料：経済産業省HP

※資料：笠間市HP

※資料：猪苗代クラインガルテンHP
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④グリーン・ツーリズムの事例
　…　グリーン・ツーリズムとは、農山漁村の民家、キャンプ場、民宿、旅館、コテージなどに滞在し、
山、森、川、海などの自然の中で遊んだり、農林漁業、食品加工、伝統工芸、伝統芸能など地域の
産業や文化活動を体験したり、祭りやイベントに参加したりして、余暇活動を楽しむもので多くの
自治体で取り組みが進められている。

　■福島県喜多方市の事例
　　…　「心とこころのまんなか」をテーマに農山村体験を中心に、全市的なグリーンツーリズムの取
り組みを推進しており、交流人口の増加に成果を上げている。

　■福島県鮫川村の事例
　　…　鮫川村は、福島県の南端に位置し、山あいに沿って作られ
た田んぼと山林に囲まれた自然豊かな環境の中で四季折々の
体験を通して里山のグリーン・ツーリズムを推進し、交流人
口の増加（年間入込客数 2,600 人）に成果を上げている。

　　＜取組の概要＞
　　　・…里山の自然資源を活かしながら、１年を通して農林業体

験を中心としたグリーン・ツーリズムを推進・村が交流
拠点施設として宿泊体験施設を整備し、地元食材にこだわった餅つきやこんにゃく作り、里
山の自然環境を観察する学習会を実施。

　　　・…NPO…法人あぶくまエヌエスネットは「土・自然から学び、共に生きよう」をテーマに、世
代を超えて日帰り体験から長期滞在まで様々な里山体験を実施。

グリーン・ツーリズム交流人口（延べ数）
交流人数（人） 農泊者数（人）
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※資料：鮫川村HP

※資料：喜多方市HP
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⑤農を活かしたむらづくりの事例　（神奈川県横浜市舞岡ふるさと村）
　＜むらづくりの背景・動機＞
　　…　舞岡地区は横浜市の南西部郊外に位置する豊かな田園景観と山林が広がる農業地域で，急激な
都市化により、農業の存続が著しく困難となる中、平成 2年に市民と直結した農のある地域づ
くりを進めるため横浜市のふるさと村の指定を受け、「舞岡ふるさと村推進協議会」（組合員 56
名）を設立し、農家や住民を中心に自主的な農を活かしたまちづくり活動を 30年以上にわたって、
精力的に展開している。

　＜むらづくりの概要＞
　　・…市民が自然や農業，そして農村文化に親しみながら理解を深めていくため、自然と農業環境を

活かして農業生産施設や研修施設，レクリエーション施設などを整備するとともに、四季折々
の生産物をＰＲする各種のイベントや体験農業・直販施設などを通して市民との交流を積極的
に行っている。…

　　・…新鮮・安全・おいしいが舞岡産の農畜産物の売り物で、完熟トマト、タケノコ、こだわりハム、
平飼いの新鮮卵、新鮮良質な野菜、季節の花、本物志向の漬物、各種果物、舞岡米など、品質
にこだわり、農家が丹誠込めて生産している。

　　・…農業生産面では、昭和 63年から地場産農畜産物の直売に取り組み、消費者ニーズに見合う少
量多品目生産の確立や、地元横浜南農協と連携し、新たな地場野菜の集出荷方法（一括販売方
式）を実施している。

　　・…畜産農家によって運営されるハム工房施設（平成 7年設置）では、生ハム等各種の加工品や
地場産にこだわった贈答品等を販売している。年間、直売所には約 5万人、ハム工房には約 4
万人が訪れている。

　　・…農村生活面では、新鮮で安全な地場産農畜産物の提供や農と緑を通じた地域アメニティーの提
供等を行っている。また、農あるまちづくりを推進するため、竹の子掘りや体験温室でのトマ
ト狩り等、年間を通じた四季折々のイベントを子供や市民を対象に開催している。年間約 20
万人の市民が舞岡ふるさと村を訪れており、農的景観が良好に維持されていること等について
高く評価されている。

※資料：舞岡ふるさと村HP
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①�－「道の駅うつのみやろまんちっく村」（栃木県宇都宮市新里町）－
　■概要
　　…　ろまんちっく村は「人と地域と豊かな里山
にふれあう道の駅」として、46ｈａ（東京
ドーム 10個分）の広大な面積に、農産物直
売所や地物の食材が楽しめる飲食店の他、情
報コーナー、体験農場や森遊び、ドッグラン、
温泉やプール、宿泊施設がある「滞在体験型
ファームパーク」である。また、敷地内の駐
車場やトイレが 24時間利用可能になるなど
利便性が高まり、農産物直売所「青空市」や
フラワーマーケットなどが「あおぞら館」に
集約され、農と食の一大テーマパークの様相
を呈している。

　　…　さらに、さつき＆花フェアや農林業祭、花
火イリュージョンなど、年間を通して地元と
連携した多くのイベントも行われている。

　　〈位置・立地等〉
　　・…宇都宮市北西部の国道 293号沿いに位置し、東北自動車道及び日光宇都宮道路の IC、国道 119号（日

光街道）からのアクセスが良好であり、北関東自動車道の全線開通により県内外からのアクセス利便
性が高い。

　　・…近隣は、大谷石の採掘で知られる大谷地区があり、古くは山城としての歴史を持つ多気山をはじめ、「大
谷七名山」などの観光資源のほか、周辺は地域特産の新里ねぎや米・りんご等の農産物の生産が盛ん
な田園風景が広がる地域である。

　■これまでの経緯
　　○…宇都宮市の市制施行 100 周年記念・農政事業の一環として、第三セクター開発事業により

152億円を投じて農林業の振興、地域活性化、市民の余暇活動の充実を目的に事業化され、平
成８年９月 14日に「ろまんちっく村」が開園した（正式名称：宇都宮市農林公園ろまんちっ
く村）。

　　○…平成 24年９月 22日に、市内初の「道の駅」としてリニューアルオープンし、現在、温泉や
クア施設、宿泊施設を有した市民の余暇の充実や健康増進のための施設であるとともに、里の
エリアの賑わい広場は地域防災拠点としての活用や、市内北西部の観光及び都市と農村の交流
拠点としての役割を担っている。

　　○…計画当初は、入場料金徴収を予定していたが、開園以来料金ゲートは使用されていない。開
園後の平成８年以降利用者数は年々減少し、開園 10周年を期にリニューアルなど多様な対策
が施されたが経営は好転しなかった。市は指定管理者制度の導入に踏み切り、経営状態が悪化
していた同施設を事業者公募により、「㈱ファーマーズ・フォレスト」と契約、第三セクター
会社を清算した。㈱ファーマーズ・フォレストによる運営構造改革から収支は大幅に改善され、
年間約 100万人が訪れるなど入場者数も増加に転じ、好調に推移している。

（７）　地域資源を活かした観光交流施設の事例
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■「ろまんちっく村」の運営概要
　 　㈱ファーマズ・フォレストは、宇都宮市農林公
園「ろまんちっく村」の運営委託をきっかけに平
成 19 年 7 月に設立し、その後、平成 20 年 4 月
に当該施設の指定管理者として全体運営業務を開
始、以降、地域活性化に関する様々な事業を拡大
展開している。

　…　運営に際しては、「ろまんちっく村」をコアとし
た交流資源を有効に活用し、地域全体を通じた次
世代のアグリカルチャーとエコツーリズムを目指
した「ものづくり」、「ひとづくり」、「まちづくり」
に挑戦し、全国の各地域と連携協働することによ
り、活力ある「栃木ブランド」を総合的にプロデュー
スしていくことを目的としている。

　…　その取り組みの一例として、平成 21 年 6月に
経済産業省の「農商工等連携促進法」に基づく「農
商工等関連事業計画」の認定を受け、開発からブ
ランド化、販売までを、農業生産者（農業士）、商
工業者（当社）、消費者の三位一体で取り組む事業
を進めている。

…【主な事業内容】
　○地域プロデュース・食農支援事業
　○ろまんちっく村の指定管理事業
　○農産物直売・物販施設運営事業
　○農畜産物加工品の製造・販売
　○飲食施設運営事業
　○クラフトビール醸造・販売事業
　○各種催事の企画運営事業

…【今後の展開】
　～�地域のバリューチェーンを創造し、
中核ハブ（中継役）となる戦略をめ
ざす～

　・ファームツーリズム、食農支援事業
　・地域プロデュース事業
　・地域商社事業
　・観光連動型活性化拠点事業
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②道の駅「安達」智恵子の里　（福島県二本松市）
　…　福島県の安達太良山のふもと、二本松市の国道 4号線の上り線と下り線の両側にある珍しい道の
駅で、連日多くの来場者で賑わっている。

　…　農産物直売所を中心とした道の駅で、周辺には、「安達ヶ原ふるさと村」や「スカイピアあだた
ら」、「智恵子の生家・智恵子記念館」などの観光施設も併設されており、周辺は観光交流ゾーンと
なっている。

　＜安達ヶ原ふるさと村＞
　 　鬼ばば伝説の地・安達ヶ原黒塚にオープンした観光施設で、緑いっぱいの約 2 万 3 千坪の豊か

な自然の中に二本松の歴史と伝統的生活文化がひとめで分かる武家屋敷・養蚕農家・鍛冶家など再
現している。

③ＩＣ・ＰＡを活用したハイウェイオアシスの事例　（群馬県藤岡市）
　…　長野自動車道藤岡 IC に隣接する道の駅（道の駅ふじおか）
を中心とした観光交流施設（ハイウェイオアシスららん藤岡）
で、高速道路からも一般道からもアクセスできる。

　…　敷地内には、ふれあい広場「アグリプラザ」…の農産物直売
所「花の交流館」などの施設のほか、高速バスターミナルが
併設されている。

　…　ハイウエイオアシスは、「ハイウエイ立地誘客・産業交流拠
点の形成」を目標とした藤岡ＩＣ周辺地域整備構想の一環で
先行的に整備されたもので、今後は、物流施設や流通業務施設、
市民交流施設の整備が想定されている。

※資料：道の駅「安達」智恵子の里HP

※資料：藤岡市HP、ららん藤岡HP
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④自転車を活用したまちづくりの事例
　 　～サイクルトレイン、レンタルサイクルの事例（群馬県上毛電気鉄道）
　…　上毛電気鉄道では、電車運賃のみで車内に自転車を持ち込むことが（持込料無料）できるようにし、
平成 15年 4月から試験的に実施を行い、平成 17年 4月から本格的に「サイクルトレイン」の実
施を進め、現在では年間 40,000 台以上の利用がある。

　…　また、中央前橋駅・大胡駅・赤城駅・西桐生駅では無料にて自転車を貸し出している。
　…　福島県内では、ＪＲ磐越東線で自転車を列車内に持ち込んで列車の旅とサイクリングを楽しむ「サ
イクルトレイン」が運行されている。

※資料：上毛電気鉄道HP
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（７）　ソーシャルビジネスの事例（伊達市）


