
Ⅰ 群馬の未来を見据えた経済戦略の展開

Ⅱ 群馬の産業の強みを活かす経済戦略

１ ものづくり産業の振興 小計 77,316,023

(1) ものづくり産業の振興 中小企業サポーターズ制度 321 産業経済部 産業政策課

制度融資 76,101,886 産業経済部 商政課 Ｐ２０

技術開発相談(産業技術センター） 718 産業経済部 工業振興課

開発研究(産業技術センター） 133,960 産業経済部 工業振興課

技術支援(産業技術センター） 94,153 産業経済部 工業振興課

技術開発支援(繊維工業試験場） 2,713 産業経済部 工業振興課

研究開発(繊維工業試験場） 23,982 産業経済部 工業振興課

ものづくり情報発信 4,900 産業経済部 工業振興課

コンベンション施設整備推進 933,900 企画部 地域政策課 Ｐ２

建設業活性化支援 5,800 県土整備部 建設企画課

２ 観光立県ぐんまの推進 小計 1,738,860

(1) 国内外からの観光客誘客促進 ぐんま総合情報センター運営 105,614 企画部 企画課

コンベンション施設整備推進 933,900 企画部 地域政策課 Ｐ２

主要
事業

１３．はばたけ群馬の経済戦略プロジェクト

我が国を取り巻く社会経済環境が大きく変化し、また、国内の地域間競争も激化する中、地域が持続・発展を続け、県民の

生活を支えていくため、次代をにらみ、本県の持つさまざまな技術・資源などを活かしながら発展する取組、新たな産業の創

出などを推進していきます。

新規／拡充 主 な 事 業 予算額
（単位：千円）

担当部局 事 業 担 当 課

平成２６年２月４日

とりまとめ担当課

産業政策課 内線 ３３１４

企画課 内線 ２３１６

プロジェクトのねらい

コンベンション施設整備推進 933,900 企画部 地域政策課 Ｐ２

新規 ぐんまWi-Fiプロジェクト推進事業 1,200 企画部 情報政策課 Ｐ３

ググっとぐんま観光キャンペーン【再掲】 16,000 産業経済部 観光物産課 Ｐ２２

群馬の観光イメージアップ 4,535 産業経済部 観光物産課

民間とのタイアップPR 2,742 産業経済部 観光物産課

観光宣伝資料作成 3,838 産業経済部 観光物産課

首都圏誘客連携 1,939 産業経済部 観光物産課

台湾観光プロモーション 4,840 産業経済部 観光物産課 Ｐ２２

(2) 赤城山振興 3,892 企画部 地域政策課

北関東３県の連携推進 1,381 企画部・産業経済部 地域政策課・観光物産課

自然公園等整備 63,752 環境森林部 自然環境課

県立赤城公園施設整備 54,000 環境森林部 自然環境課

森林公園整備 76,457 環境森林部 緑化推進課

千客万来支援 100,000 産業経済部 観光物産課 Ｐ２２

文化財保存事業費補助 68,994 教育委員会 文化財保護課

文化財保存事業費補助特別枠【再掲】 36,948 教育委員会 文化財保護課

観音山古墳保護管理運営【再掲】 4,180 教育委員会 文化財保護課

上野国分寺跡保護管理運営【再掲】 7,609 教育委員会 文化財保護課

上野国分寺跡整備【再掲】 20,724 教育委員会 文化財保護課

拡充 古墳総合調査事業【再掲】 20,626 教育委員会 文化財保護課

古墳情報発信事業【再掲】 3,046 教育委員会 文化財保護課

拡充 金井東裏遺跡出土甲着装人骨等調査【再掲】 34,390 教育委員会 文化財保護課

地域観光資源の整備とこれを活
用した振興



主要
事業

新規／拡充 主 な 事 業 予算額
（単位：千円）

担当部局 事 業 担 当 課

３ 農業王国・ぐんまの発展 小計 8,339,037

(1) 農業経営総合対策推進【再掲】 2,322 農政部 農政課

ぐんま型集落営農ステップアップ支援【再掲】 300 農政部 農政課

農産物等放射性物質検査【再掲】 10,705 農政部 農政課

試験研究総合調整 3,147 農政部 農政課

「はばたけ！ぐんまの担い手」支援【再掲】 66,000 農政部 農政課 Ｐ１３

新規 担い手への農地集積・集約化【再掲】 876,399 農政部 農政課 Ｐ１３

新規 農地有効利用促進【再掲】 6,237 農政部 農政課

強い農業づくり交付金 180,000 農政部 農政課

高温障害対策等生産技術支援 1,106 農政部 技術支援課

野菜振興（「野菜王国・ぐんま」総合対策） 147,000 農政部 蚕糸園芸課 Ｐ１６

果樹振興 1,638 農政部 蚕糸園芸課

花き振興 13,198 農政部 蚕糸園芸課

卸売市場流通改善対策 3,016 農政部 蚕糸園芸課

水田等利活用自給力向上 9,672 農政部 蚕糸園芸課

県産農畜産物ブランド力強化対策 24,396 農政部 蚕糸園芸課 Ｐ１７

特産振興 15,948 農政部 蚕糸園芸課 Ｐ１７

そば振興 310 農政部 蚕糸園芸課

拡充 蚕糸振興 75,503 農政部 蚕糸園芸課 Ｐ１７

漁業振興 19,532 農政部 蚕糸園芸課

野菜生産出荷安定資金造成費補助 190,949 農政部 蚕糸園芸課 Ｐ１６

農産振興 115,708 農政部 蚕糸園芸課

肉牛振興（群馬の肉牛戦略） 9,343 農政部 畜産課

養豚振興（群馬の養豚戦略） 4,626 農政部 畜産課

酪農競争力強化対策 7,336 農政部 畜産課 Ｐ１８

自給飼料生産振興 36,678 農政部 畜産課

畜産物価格安定推進 11,200 農政部 畜産課

小規模農村整備 550,000 農政部 農村整備課 Ｐ１９

農山漁村地域整備 2,781,468 農政部 農村整備課 Ｐ１８

農山漁村活性化プロジェクト支援 283,209 農政部 農村整備課

競争力のある農産物を創り出す
農業の振興

農山漁村活性化プロジェクト支援 283,209 農政部 農村整備課

農業基盤整備促進 298,577 農政部 農村整備課

オリジナル品種早期育成研究 5,320 農政部 農業技術センター

６次産業化支援研究 3,395 農政部 農業技術センター Ｐ１８

(2) 野生鳥獣による農林業被害の防止・適正管理【再掲】 188,463 環境森林部 自然環境課・林政課・林業振興課 Ｐ１４

鳥獣害防止（有害鳥獣対策）【再掲】 203,916 農政部 技術支援課 Ｐ１４

鳥獣被害対策支援（有害鳥獣対策）【再掲】 40,306 農政部 技術支援課 Ｐ１４

ＧＡＰの普及推進 3,616 農政部 技術支援課

多面的機能支払 229,910 農政部 農村整備課 Ｐ１９

４ 関東一の森林県から林業県への転換 小計 5,410,456

(1) 森林の再生と担い手支援 路網整備 2,089,707 環境森林部 林政課 Ｐ１２

森林整備【再掲】 1,229,443 環境森林部 林政課・森林保全課・緑化推進課 Ｐ１２

木材等生産振興対策（ぐんまの木で家づくり支援を除く）(公
共施設等ぐんまの木活用推進事業再掲）

1,158,778 環境森林部 林業振興課 Ｐ１２

ぐんまの木で家づくり支援 324,000 環境森林部 林業振興課 Ｐ１２

林業構造改善対策（森林・林業再生基盤づくり交付金） 241,995 環境森林部 林業振興課

林業県ぐんま確立対策【再掲】 21,500 環境森林部 林業振興課

きのこ等振興対策（群馬のきのこ安全確保対策を除く） 202,044 環境森林部 林業振興課 Ｐ１２

群馬のきのこ安全確保対策【再掲】 6,988 環境森林部 林業振興課

ぐんま林業学校【再掲】 5,500 環境森林部 林業振興課

環境と調和した農林業の持続的な
発展 ～ 鳥獣被害の防止など



主要
事業

新規／拡充 主 な 事 業 予算額
（単位：千円）

担当部局 事 業 担 当 課

Ⅲ 次世代をリードする産業を創出する経済戦略

１ 低炭素・新エネルギー産業の創出 小計 705,362

(1) 次世代自動車の普及推進 次世代自動車等対策推進【再掲】 543 環境森林部 環境政策課

(2) 地域資源を活用した環境新エネ
ルギー産業創出

産学官連携の推進【再掲】 3,595 企画部 新エネルギー推進課

新規 低温ガス化技術の汎用実証事業【再掲】 1,000 企画部 新エネルギー推進課

(3) 低炭素型産業構造の創出 新エネルギー推進【再掲】 19,404 企画部 新エネルギー推進課 Ｐ２

太陽光発電推進（新エネルギー特別会計繰出）【再掲】 74,500 企画部 新エネルギー推進課 Ｐ２

新規 小型風力発電風況調査【再掲】 1,200 企画部 新エネルギー推進課 Ｐ２

環境ＧＳ等事業者対策推進【再掲】 5,414 環境森林部 環境政策課

バイオマス活用推進【再掲】 178 環境森林部 環境政策課

住宅用太陽光発電設備導入推進【再掲】 434,330 環境森林部 環境政策課 Ｐ１１

公募型共同研究(次世代産業枠：産業技術センター） 10,000 産業経済部 工業振興課

公募型共同研究(次世代産業枠：繊維工業試験場） 1,000 産業経済部 工業振興課

２ 戦略的な国際施策の推進 小計 52,913

(1) 戦略的な国際施策の推進 国際戦略推進（有識者懇談会等の開催） 501 企画部 国際戦略課

上海事務所運営 18,900 企画部 国際戦略課

ネットワーク構築 1,493 企画部 国際戦略課

海外ぐんまサポーターズ設置【再掲】 1,293 企画部 国際戦略課

ものづくり企業海外販路開拓支援 12,600 産業経済部 工業振興課 Ｐ２０

(3) 海外ブランド化創出支援 拡充 農畜産物等輸出促進 17,000 農政部 蚕糸園芸課 Ｐ１６

地場産業情報発信 1,126 産業経済部 工業振興課

３ 次世代産業の創出 小計 105,614

(1) 新たな成長分野への支援・振興 医療産業振興【再掲】 12,240 産業経済部 産業政策課・工業振興課 Ｐ１９

次世代産業振興戦略会議
（戦略会議運営・情報提供事業）

934 産業経済部 工業振興課

次世代産業振興
（次世代産業研究シーズ活用支援事業）

665 産業経済部 工業振興課

ぐんま新技術・新製品開発推進補助 70,000 産業経済部 工業振興課 Ｐ２０

公募型共同研究(次世代産業枠：産業技術センター）
【再掲】

10,000 産業経済部 工業振興課

成長力強化のための産学官共同研究（産業技術センター） 6,000 産業経済部 工業振興課

(2) 県内企業のグローバル経済対応
支援

成長力強化のための産学官共同研究（産業技術センター） 6,000

公募型共同研究(次世代産業枠：繊維工業試験場）
【再掲】

1,000 産業経済部 工業振興課

(2) 産学官連携の推進 産学官連携の推進【再掲】 3,595 企画部 新エネルギー推進課

新規 低温ガス化技術の汎用実証事業【再掲】 1,000 企画部 新エネルギー推進課

地域と東洋大学との連携 180 企画部 地域政策課

４ 企業誘致と拠点集約化への対応 小計 24,125,257

(1) 企業誘致 企業誘致推進【再掲】 2,491 産業経済部 産業政策課

プレゼンテーションぐんま 3,332 産業経済部 産業政策課

制度融資【再掲】（うち企業立地促進資金） 19,675,049 産業経済部 産業政策課 Ｐ２０

企業誘致推進補助金【再掲】 884,000 産業経済部 産業政策課 Ｐ１９

一部新規 産業団地の整備と工業用水道施設の設備整備 3,553,205 企業局 団地課・水道課

(2) バックアップ機能の誘致 バックアップ機能誘致促進 2,280 企画部 地域政策課

Ⅳ 地域に根ざした産業の活性化 小計 223,741

(1) 中心市街地のにぎわい支援 商店街活性化支援事業【再掲】 10,000 産業経済部 商政課 Ｐ２０

買い物弱者対策【再掲】 2,168 産業経済部 商政課

商店街活性化コンペ事業【再掲】 2,521 産業経済部 商政課

先進商業まちづくり講座【再掲】 73 産業経済部 商政課

(2) 地場産業振興 ぐんま総合情報センター運営【再掲】 105,614 企画部 企画課

地場産業総合振興対策事業補助 8,751 産業経済部 工業振興課

ぐんま地場産業フェスタ【再掲】 2,200 産業経済部 工業振興課

(3) サービス産業の振興 サービス産業振興 972 産業経済部 商政課

(4) 県産農畜産物を活用した「食」によ
る地域振興 地域食品産業振興【再掲】 335 農政部 蚕糸園芸課

新規 地域資源活用推進（６次産業化推進） 81,990 農政部 蚕糸園芸課 Ｐ１８

プロジェクト合計 118,017,263

※ 予算額の小計・合計は、再掲事業のほか、本資料に記載されていないその他の事業の予算額も含みます。


