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Ⅰ．平成２０年度の基本方針

本県経済は、全国的に景気が減速している中で、生産面で一部高水準を維持

しているものの、個人消費や設備投資が低調に推移するなど依然として厳しい

状況にあることから、平成２０年度においても「地域経済の活性化と雇用対策

の推進」が重要な施策課題となっている。

県では、平成１６年度に策定した新しい青森県づくりの基本計画である「生

活創造推進プラン」に基づき、県民が将来に希望を持てるよう自主自立の経済

を目指し、地域の優位性や可能性を最大限に活かした新たな地域産業づくりを

推進し、創造性と活力あふれる「産業・雇用」の実現を図るとともに、本県経

済を担う中小企業の経営安定及び雇用の安定・確保を図っていくこととしてい

る。

このため、平成２０年度においては、経済・雇用の面で重要な役割を担う中

小企業の活性化を図り、地域経済の活性化と雇用の創出に結びつけていくため、

国が定める３つの柱（①中小企業の経営の革新及び創業の促進②中小企業の経

営基盤の強化③中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化）を中心

とし、国の施策との整合性を確保しつつ、地域の特性に応じた施策を実施する。

その際には、県中小企業支援センター、地域中小企業支援センターの運営を

支援するとともに、国、中小企業関係団体等と緊密に連携して、効率的かつ効

果的な支援を実施する。
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Ⅱ．事業の実施体制

１．県の実施体制

県においては、国との適切な役割分担の下、地域経済及び地域産業の実情

に応じた特色ある事業の実施に努めるとともに、商工会・商工会議所等の地

域中小企業支援機関を積極的に活用し、中小企業者に対するワンストップサ

ービスの提供に努めるものとする。

２．県中小企業支援センターの実施体制

県は、経営の診断、助言、相談、情報の提供、あっせん等の事業等を総合

的に実施するために、中小企業支援法第７条第１項の規定に基づき、財団法

人２１あおもり産業総合支援センターを県中小企業支援センターとして指定

し、本県の中小企業支援事業実施体制の中核として位置付ける。

(１)コーディネーター配置

創業や中小企業者の経営革新等を促進するため、経営、技術及びＩＴ

等の専門的な知見を有するコーディネーター５名を配置する。

(２)あおもりサポートエンジン目利き委員会

あおもりサポートエンジン目利き委員会は、中小企業者等が創業・事

業化に向けて検討中の事業プランについて、専門的な観点から評価・助

言を行うことにより、潜在する課題の明確化、対応策の検討など、熟度

向上に取り組み、早期の事業化実現を支援する。

(３)中小企業との情報交流体制の整備

県中小企業支援センターは、県レベルの中小企業支援体制の中心とし

て、中小企業者、民間支援事業者等の交流拠点として機能するものとす

る。

３．地域中小企業支援センターの実施体制

地域中小企業支援センターは、地域における創業者や地域の中小企業者に

対して、きめ細やかな支援の拠点として設置されるものであり、地域経済の

新たな活力となる創業者や、地域の中小企業者等の発展を支援するものとす

る。

(１)地域中小企業支援センターの設置

県は、地域において継続して実施する能力と意欲のある団体のうちか

ら、経済的諸条件や偏在性等を考慮し、身近な支援拠点としての機能の

発揮が可能となるよう３ヶ所（①津軽地域、②南部地域、③西北五地域）
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の地域中小企業支援センターを配置する。

(２)コーディネーターの設置

きめ細かく創業や経営革新について支援を行うために、地域中小企業

支援センターには、企業経営について十分な知見を有し、幅広い分野に

精通するとともに高度な専門性を有するコーディネーター３名（３支援

センター合計）を配置するものとする。

(３)関係支援機関との連携

地域中小企業支援センターは、事業の実施に際しては、中小企業・ベ

ンチャー総合支援センター及び県中小企業支援センターや商工会・商工

会議所、県中小企業団体中央会をはじめ、地域における中小企業支援機

関等と緊密な連携の下、広範な中小企業施策情報等の経営資源について

情報の共有化を図り、情報提供におけるワンストップサービス体制の構

築を図るものとする。

また、支援課題に応じて、民間専門家の派遣による指導・助言が必要

な場合、あるいは、高度かつ専門的な案件については、県中小企業支援

センター、中小企業・ベンチャー総合支援センター等への案件のスムー

ズな引継ぎに努めるものとする。

４．中小企業関係団体の実施体制

(１)商工会・商工会議所（経営改善普及事業）

商工会及び商工会議所は、当該地区内の小規模事業者の経営の改善発

達を図るため、個別の相談・指導事業を中心とした経営改善普及事業を

実施するものとする。

商工会及び商工会議所は、経営改善普及事業を円滑かつ効果的に実施

するため、経営指導員等を配置する等、実施体制の運営を支援するとと

もに、経営指導員等が経営改善普及事業に専念することができるよう、

一般管理事務の責任者として事務局長等を配置し、商工会及び商工会議

所の事業環境整備を図るものとする。

(２)県中小企業団体中央会

県中小企業団体中央会においては、県内の組合等の設立指導や組合の

運営を支援するための情報提供、調査研究等の事業を実施するものとす

る。
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(３)県商店街振興組合連合会

県商店街振興組合連合会においては、商店街振興組合等の設立、運営

等の支援及び商店街の活性化のための支援を行う等、事業の実施体制の

運営支援をするものとする。

(４)関係支援機関との連携

地域の中小企業関係団体においては、地域の実情に合わせ、各団体に

おいて適切な支援体制の整備を構築するとともに、関係支援機関と緊密

に連携し、中小企業者等の多様なニーズにきめ細かく対応した事業の実

施に努めるものとする。
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Ⅲ．事業の概要

１．中小企業の経営の革新及び創業の促進

(１)経営革新支援事業 2,296千円（2,896千円）

中小企業の経営革新を促進するため、中小企業新事業活動促進法に基

づき、県から経営革新計画の承認を受けた中小企業者が当該計画に従っ

て行う経営革新の取組を支援する。

(２)その他の経営の革新や新事業展開への支援事業

①あおもり元気企業チャレンジ基金 0千円（4,400,000千円）

独立行政法人中小企業基盤整備機構の事業を活用し、組成した総額

50億円の基金の運用益をもって、(財)２１あおもり産業総合支援セン

ターが、新商品・新サービスの開発・販路開拓等に取り組む県内中小

企業者等へ助成する。

②あおもりクリエイトファンド 0千円 (200,000千円)

先進的・独創的な技術やビジネスモデルを備えたベンチャー・中小

企業の事業化を促進するため、株式上場等を志向する成長企業に対して

リスクマネー（投資資金）を供給し、ハンズオン（密着育成型）支援を

行う。

③ 創業の促進事業

ア アントレプレナー情報受発信推進事業 6,000千円（新規）

本県における創業促進のため、八戸市によるマーケティング支援

等のための創業支援拠点「アントレプレナー情報ステーション」の

設置・運営を支援するとともに、エンドユーザーのニーズ等を把握

するため「エリア・マーケティング事業」を実施する。

イ コミュニティビジネス・パワフル応援事業 857千円（新規）

県内におけるコミュニティビジネスの創業及び経営発展を促すた

め、希望に応じてコミュニティビジネスコーディネーターを派遣し、

コミュニティビジネス事業者の事業発展等を支援する。

ウ 創業チャレンジャーサポート事業 1,215千円（1,820千円）

本県における創業促進のため、潜在的創業希望者等を会員とする

「創業チャレンジクラブ」を運営し、会員等に対する夜間休日対応

等を含めた各種支援事業と創業準備スペースを提供する。

エ プレインキュベーション支援事業 1,398千円（5,807千円）

本県における創業促進のため、創業準備スペースを提供するプレ
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インキュべーション施設を運営し、入居者の創業支援を実施する。

２．中小企業の経営基盤の強化

(１)中小企業支援センターによる支援

①県中小企業支援センター事業 127,313千円（145,827千円）

ア 相談事業

中小企業者や創業者等の抱える種々の経営課題の解決や中小企業

に不足する人材、情報、資金等の経営資源の円滑な確保を支援する

ため、民間専門家等による窓口相談を実施するものとする。

イ 専門家派遣事業

中小企業者、創業者等の抱える種々の経営課題の解決や中小企業

に不足する経営、人材、情報、資金等の経営資源の円滑な確保の支

援に加えて、技術力の向上等、より高度な経営課題の解決のため、

民間専門家等を中小企業へ直接派遣し、診断・助言等を実施するも

のとする。

ウ 情報提供等事業

中小企業者や創業者等を対象とする中小企業施策の普及啓発等の

ためのセミナー等を開催するとともに、都道府県等が作成する中小

企業支援計画及び中小企業支援施策の企画・立案等のために必要な

地域における中小企業に関する経営動向等の調査・分析等を実施す

るものとする。

また、下請中小企業の自立化等の経営基盤の強化を支援するため、

下請取引のあっせん、商談会等による販路拡大の支援等の事業を、

国及び財団法人全国中小企業取引振興協会と密接な連携と協力を図

りつつ実施するものとする。

エ あおもりサポートエンジン目利き委員会事業

中小企業者等が創業・事業化に向けて検討中の事業プランについ

て、専門的な観点から評価・助言を行うことにより、潜在する課題

の明確化、対応策の検討など、熟度向上に取り組み、早期の事業化

実現を支援する。

②地域中小企業支援センター事業 15,502千円（17,185千円）

地域中小企業支援センターにおいては、コーディネ－ターによる相

談事業、中小企業施策等の情報の収集・提供事業などを、創業者や地

域の中小企業者のニーズに応じてきめ細かく実施するものとする。

コーディネーターは、創業者や地域の中小企業者の求めに応じて、

創業準備の手順・ポイント、会社経営のノウハウ、成功事例、事業資
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金の調達方法など創業に当たっての課題や、金融、技術、情報化、マ

ーケティングなど経営革新等の課題について、個別面接を行うなどき

め細やかな相談を行うものとする。

(２)中小企業及び支援機関の人材確保・育成支援

①支援人材能力開発事業 934千円（993千円）

地域における中小企業支援機関の支援担当者の能力強化に係る研修

事業を実施する。

(３)中小小売商業の振興支援

①商店街振興組合指導事業 2,692千円（3,365千円）

県商店街振興組合連合会が商店街振興組合等に対し行う指導事業等

に対して助成するものとする。

(４)小規模事業者に対する支援

①経営改善普及事業 1,788,468千円（1,857,197千円）

全国の商工会・商工会議所及び都道府県商工会連合会において、小

規模事業者からの様々な相談に対するきめ細かな対応や、ニーズに応

じた専門家の派遣や若手後継者等の人材育成の推進など、小規模事業

者の経営改善や経営革新を支援するための事業（経営改善普及事業）

を実施する。

②小規模企業者等設備資金貸付・設備貸与事業 8,799千円（7,123千円）

小規模企業者等の創業及び経営基盤強化に必要な設備の導入を促進

するため、設備資金の無利子貸付並びに設備の割賦販売及びリースの

事業を実施する。

(５)中小企業連携組織対策事業 155,581千円（160,177千円）

組合等の活性化に資する事業を円滑かつ効果的に実施するため、都道

府県中小企業団体中央会指導員等の人材育成事業や各組合等の実施して

いる取組事例、官公需に関する情報等を収集・加工し、各組合等に広く

情報提供する事業を実施する。

(６)その他の経営基盤の強化に資する事業

その他、地域の実情に応じ、必要な中小企業支援事業を実施する。

①「市場に挑戦する中小企業の支援」を通じた経済活性化・地域再生

ア 中小企業マーケティング支援事業 8,182千円(新規）

県内中小企業の県外での販路拡大等を図るため、マーケティング

戦略構築のためのノウハウ修得を支援するマーケティングスキルア

ップ事業と消費者ニーズリサーチのノウハウ修得を支援する首都圏

消費者ニーズリサーチ事業を実施する。
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イ 農産品活用ビジネス事業者育成支援事業 4,000千円（新規）

県産農産物の加工による高付加価値化に取り組む中小企業者等を

対象に、事業計画作成のための実践的知識を提供する農産品活用ビ

ジネス実践講座を開催する。また、専門家を活用し、作成した事業

計画をもとにした商品開発支援や販路開拓支援を行う。

②商店街・中心市街地活性化事業

ア アドバンス商店街支援診断事業 2,266千円（2,644千円）

「商店街活性化の基礎は魅力ある個店」をコンセプトとし、商店

街の意欲ある個店の経営改善を集中的に支援することで、商店街に

おける魅力ある個店づくりのモデルを提示し、対象商店街ならびに

周辺地域商店街の個店活性化意欲の醸成・取組の喚起を行い、県内

商店街及び中小小売業者の振興を図るものである。

イ 若手商業者実践研修事業費補助 750千円（750千円）

青森県商店街振興組合連合会が実施する、県内の小売・サービス

業を営む中小企業の若手経営者等を対象とした人材研修及び大型小

売店での店舗実習に要する経費の一部に対して補助する。

③２０１０年新幹線新青森駅開業対策観光振興事業

ア 観光ベンチャー創出事業 4,281千円（4,800千円）

２０１０年の新幹線新青森駅開業を控え、新たな観光ビジネスの

創業促進を図るために、観光ベンチャー発掘のためのフォーラムの

開催、事業プランに対するアドバイスや創業助成金等の支援を通じ

て観光ベンチャーの創出を図る。

イ きらり輝く観光店舗モデル診断事業 1,424千円(4,580千円）

観光産業の個々の企業の活性化による観光地全体の活性化を目指

し、平成１９年度に経営診断を実施したモデル店舗に対し、専門家

によるフォローアップを行い、魅力ある個店づくりを支援し、個々

の成功事例を通じて県内の観光事業者への意識啓発を行い、観光産

業の更なる振興を図る。

３．中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化

(１)経営安定特別相談事業 3,989千円（4,985千円）

経営の危機に直面した中小企業の円滑な問題解決を図るため、全国の

都道県商工会連合会及び主要商工会議所に「経営安定特別相談室」を設

置し、中小企業者からの相談に応じる体制を整備する。
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（２)その他の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化に資する事業

その他、地域の実情に応じ、中小企業の経済的社会的環境の変化への

適応の円滑化のための事業を実施する。


