
 

 

平成２１年度当初予算 施策別概要 
 
 
                   23201 ものづくり産業の高度化   （農水商工部） 

                   23202  地域産業の活性化      （農水商工部） 

（主担当部：農水商工部）     23203  経営支援機能の充実      （農水商工部） 

                   23204  中心市街地と商業の活性化   （農水商工部) 

                   23205 経営基盤の強化       （農水商工部） 

                   23206 地域資源を生かした産業誘致 （農水商工部） 

＜施策の目的＞ 

（対象）中小企業等が 

（意図）地域経済の活性化等を支える主体として、活発に企業活動を行っている 

 

＜施策の数値目標＞ 20 年度実績値は１月末現在で把握できる見込み値を示しています。 

※ 民間製造業のうち中小企業（従業員４～299 人）の製造品出荷額の全国順位。平成 22 年度の目標

値は、平成 23 年春に把握できる平成 21 年度の実績数値により測ることとします。 

 

＜進捗状況（現状と課題）＞ 
・技術開発等に意欲的に取り組む中小企業において、新たに 59 社の高度化計画策定を進め、技術力

向上や新商品開発等への支援に取り組んでいます。 

・伝統工芸品産業や地場産業においては、新たに 12 社の地域資源活用事業計画策定を進め、「人、技、

伝統」などの資源を活用した新たな事業活動への支援に取り組んでいます。 

・商工団体の合併・広域連携を推進しており、特に商工会においては、専門的・広域的事業を行う広

域連合の設置など、効率的な事業者支援を行う体制の構築が進められています。 
・景気の急速な後退による市場の縮小により厳しい状況にある中小企業の経営基盤を強化するため、

国際競争力を持った高度な部材・部品の供給といった、中小企業における技術のイノベーション等

を促していく必要があります。 

・経営環境が悪化し、必要事業資金の調達に支障をきたしている中小企業者への支援が必要です。 

・現下の厳しい経済情勢が地域産業にも及ぶ中、地域の特徴ある資源を活かした創意ある取組による

産業を形成・強化していくとともに、農林漁業者との有機的な連携によって、相互の経営資源を活

かした新事業が創出されるよう、農商工連携の取組を促進していくことが求められています。 

・商工団体については、地域の事情や事業者の状況に沿った効果的な合併や連携を支援していくとと

もに、景気後退の影響をより深刻に受けやすい中小企業者の経営の安定と改善をはかるため、経営

支援機能の強化をはかる必要があります。 
・中心市街地の活性化や都市計画と連動した地域づくりの推進が必要となっています。 

施策目標項目（主指標）  H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度

目標値 － 
14 位 

(H18) 

13 位 

(H19) 

13 位 

(H20) 

12 位 

(H21) 中小企業の製造品出荷額の全国

順位 
実績値

14 位 

(H17) 

13 位 

(H18) 
   

県の取組目標項目（副指標）  H18 年度 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度

目標値 － 102(H18) 107(H19) 109(H20) 111(H21)県内中小企業のうち製造業の付

加価値額の伸び率 実績値 100(H17) 105(H18)    

２３２ 活力ある地域産業の振興 



 

 

 

＜平成２１年度の取組方向＞ 

① 経済の急速な減速が県内中小企業に与える影響に対応するため、これまでの取組に加えて、新た

に緊急経済対策に取り組み、官民一体となって効果的な推進をはかります。 

② 産学連携による知的財産の活用や国際的な視点からの取組促進、団塊の世代などの退職人材や民

間の専門家の活用などを進めることにより、中小企業の技術・製品の高度化・高付加価値化をはか

り、他と差別化できる中小企業の育成を目指します。 

③ 急激な受注減少のなか、特徴ある技術基盤を持つ中小企業の新分野等での事業化や市場の獲得に

向けた取組、生産・管理工程の合理化を図ろうとする取組を支援します。 

④ 地場産業や伝統産業などの高付加価値化や市場拡大を促進するため、新しい商品開発や需要開拓

などを支援します。 

⑤ 商工業者と農林漁業者との連携を誘発し、新たな着眼により創意工夫を生かした特色ある商品や

サービスの創出を促進するとともに販路開拓などを支援します。 

⑥ 中小企業者の抱える課題やニーズに適格に対応していくため、商工団体の経営支援機能の強化や、

支援体制の整備を促進するとともに、今般の不況に対応して、商工団体の緊急セーフティネット支

援を拡充し、緊急を要する短期的な支援を重点的に実施します。 

⑦ 「みえ地域コミュニティ応援ファンド」により、中小企業者の知恵、技、伝統などを活用した事

業や地域課題に対応した事業などの初期段階において資金面から支援し、多様なビジネスの創出を

促進します。 

⑧ 地域が自ら取り組むまちづくりに対し、改正まちづくり三法に対応した中心市街地活性化基本計

画の策定、人材育成や施設整備等への支援を引き続き行っていきます。 

⑨ 経営革新、創業・再挑戦、地域資源活用などに取り組もうとする中小企業や、景気の悪化の影響

により経営の安定に支障を生じている中小企業の資金の円滑化を支援します。 

⑩ 県南部地域を中心に、地理的条件の不利を埋める魅力ある地域資源の発掘や開発を進め、これら

地域資源を活かした企業の誘致を促進するとともに、産業用地の整備促進を市町等と連携して進め

ます。 

 

 

＜主な事業＞ 

①（一部新）（重）オンリーワン企業育成プログラム事業 

【基本事業名：23201 ものづくり産業の高度化】 

（第７款 商工費  第１項 商工業費  ３ 商工業振興費） 

予算額：(20) ７４，１４４千円 → (21) ７５，４８８千円 

  事業概要：退職人材に加え、民間の専門家を活用して、中小企業の事業戦略の策定や課題解決を

支援するとともに、新たに工業研究所等の知見や技術を最大限に活用した取組を進め

るなど、オンリーワンをめざす企業が行う新商品・新技術の研究開発を促進します。

（オンリーワン企業育成技術開発支援補助金の交付等） 

 

②（新）中小企業の事業化・市場化支援事業【基本事業名：23201 ものづくり産業の高度化】 

 （第７款 商工費  第１項 商工業費  ３ 商工業振興費） 

  予算額：(20)  － 千円 → (21)  － 千円 

（３１，０８６千円 ※Ｈ２０年度２月補正含みベース） 

  事業概要：急激な生産減少が続く自動車・電子部品など、特徴ある技術を有する中小企業等の新

事業展開を支援するとともに、省エネ設備導入などにより、生産・管理工程の合理化

で現下の困難を乗り切ろうとする中小企業等を支援します。（事業化・市場化支援補助

金の交付等） 

 



 

 

 

③（重）伝統産業・地場産業活性化支援事業【基本事業名：23202 地域産業の活性化】 

（第７款 商工費  第１項 商工業費  ３ 商工業振興費） 

   予算額：(20) ２１，８８６千円 → (21) １７，９１１千円 

  事業概要：地場産業や伝統産業など地域に基盤を持つ産業の活性化をはかるため、関係事業者等

の技術力やデザイン力の向上による製品の高付加価値化、販路開拓、人材育成等の取

組を支援します。（伝統産業・地場産業活性化支援事業費補助金の交付等） 

 

④（新）（重）みえ農商工連携推進ファンド事業【基本事業名：23202 地域産業の活性化】 

（第７款 商工費  第１項 商工業費  ３ 商工業振興費） 

 予算額：(20) － 千円 → (21)２，３０２，８９５千円 

  事業概要：中小企業者と農林漁業者が有機的に連携して行う新商品・新サービスの開発等を促進

するため「みえ農商工連携推進ファンド」を組成し、農商工連携体による新たな着眼

での創意工夫を生かした取組や、公設試験研究機関を活用した技術開発やデザイン力

の向上などの取組を支援します。（ファンド組成額：25 億円、ファンド果実による助

成金の交付） 

 

⑤（新）（重）農商工等連携促進事業費【基本事業名：23202 地域産業の活性化】 

 （第７款 商工費  第１項 商工業費  ３商工業振興費 

  予算額：(20)  － 千円 → (21)  － 千円 

（２１，０００千円 ※Ｈ２０年度２月補正含みベース） 

  事業概要：中小企業者と農林漁業者の互いの経営資源を生かした今までにない連携関係の構築を

促進し、一刻も早く売上や利益率の維持・向上等につながる新たな連携事業を促進す

るため、販路開拓、生産性向上、コスト削減等を目指す農商工等の連携体の取組を支

援します。（農商工等連携促進費補助金の交付等） 

 

⑥（新）中小企業者経営維持回復緊急事業【基本事業名：23203 経営支援機能の充実】 

 （第７款 商工費  第１項 商工業費  ３ 商工業振興費） 

  予算額：(20)  － 千円 → (21)  － 千円 

 （１１，７３９千円 ※Ｈ２０年度２月補正含みベース） 

  事業概要：商工三団体が、中小企業者に対して緊急に実施する、専門家を活用した個別の緊急専

門相談・支援、特定業種別・テーマ別等の緊急出前相談会に要する経費を助成します。

（緊急専門相談・支援（専門家活用）、緊急出前相談会の開催） 

 

 

⑦ 小規模事業等支援事業【基本事業名：23203 経営支援機能の充実】 

 （第７款 商工費  第１項 商工業費  ３ 商工業振興費） 

予算額：(20) １，４７８，１３３千円 → (21) １，４１９，２３５千円   

事業概要：小規模事業者等の資金繰りをはじめとする経営の安定、改善や技術発達を促すととも

に、地域の特性に応じた地域振興や地域資源活用等への取組を支援するため、商工会、

商工会議所、商工会連合会が経営指導員等を設置して行う経営改善普及事業（個別相

談指導・講習会開催等）に対して助成します。（２５商工会、１２商工会議所、１商工

会連合会） 

 

 

 

 



 

 

⑧（舞）みえ地域コミュニティ応援ファンド（果実運用型）事業 

【基本事業名：23202 地域産業の活性化】 

（第７款 商工費  第１項 商工業費  ３ 商工業振興費） 

   予算額：(20) ３，８０１,２０５千円 → (21) １，１４２千円 

  事業概要：「みえ地域コミュニティ応援ファンド」の運用果実を活用し、地域住民が主体となっ

て地域課題を解決するビジネスや、地域の伝統的な技術、観光資源などの地域資源に

より新たな商品やサービスを提供するビジネスの創出を促進します。（ファンド果実に

よる助成金の交付） 
 

⑨（舞）まちなか再生支援事業【基本事業名：23204 中心市街地と商業の活性化】 

（第７款 商工費  第１項 商工業費  ３ 商工業振興費） 

  予算額：(20) ２，５００千円 → (21) ４，５００千円 

  事業概要：中心市街地活性化基本計画を策定または策定中の市町が計画的に進める、まちづくり

人材の育成や空き店舗等を活用したコミュニティ施設の整備など、中心市街地のにぎ

わい回復への取組を支援します。（まちなか再生支援事業費補助金の交付） 

  

⑩（一部新）（一部重）中小企業金融対策事業【基本事業名：23205 経営基盤の強化】 

（第７款 商工費  第１項 商工業費  ３ 商工業振興費） 

  予算額：(20) ５５９，３６４千円 → (21) ５４３，６３８千円 

  事業概要：県内中小企業の金融の円滑化をはかるため、金融機関の協力を得て、信用保証制度を

取り入れながら、県単融資制度を運用し、中小企業の金融支援を行います。特に、景

気低迷により経営が悪化し、必要資金の円滑な調達に支障をきたしている中小企業支

援に重点的に取り組みます。（１保証協会、２７金融機関） 

 

⑪（重）県南部への産業誘致対策事業【基本事業名：23206 地域資源を生かした産業誘致】 

（第７款 商工費  第１項 商工業費  ２ 工業開発費） 

  予算額：(20) １７９，０３３千円 → (21) ３３２，２２５千円  

事業概要：県南部等の企業進出上の条件が不利な地域において、関係市町が行う産業用地の整備

を支援します。また、企業誘致補助金を活用して、地域資源を生かした企業誘致を行

い、地域産業を活性化し、雇用の場の確保をはかります。（地域産業振興基盤促進事業

費補助金の交付等） 


