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平成２０年度愛知県中小企業支援計画

Ⅰ 平成２０年度中小企業支援事業の基本方針

本県経済は、自動車関連産業を中心とする設備投資・輸出の増加に伴う

企業収益の着実な改善に支えられ全体としては引き続き堅調に推移してい

るものの、原油・原材料価格の高騰・高止まり等を背景にして中小企業の

景況感には陰りが懸念される状況にある。一方、県内企業の旺盛な求人ニー

ズに支えられ、有効求人倍率は依然全国トップの水準を維持しており、完

全失業率も全国水準を大きく下回って推移するなど、雇用情勢は良好に推

移している。

こうした状況の中で、この地域の高度で幅広い産業集積という強みを生

かしながら、国際競争力のある「モノづくり」産業の集積地としてさらに

発展していくため、新産業の創出と創業の拡大、産業技術の振興、知的財

産集積の推進などにより、新しい産業の創造をめざす。

また、中小企業の活力の向上をめざして、経営改善の支援や組織化・連

携を促進し、経営基盤の強化を図る。

さらに、魅力ある商店街・まちづくりをめざし、商店街・中心市街地の

活性化に努めていく。

Ⅱ 事業の実施体制

１ 県の実施体制

国や市町村との適切な役割分担の下、財団法人あいち産業振興機構

（県中小企業支援センター）を活用して、商工会・商工会議所等の中小

企業支援機関と密接に連携し、地域の実情に応じた特色ある事業の実施

に努める。

２ 支援機関の実施体制

(1) 財団法人あいち産業振興機構（愛知県中小企業支援センター）

① 概要

本県では、中小企業支援法第 7条第 1項に基づく指定法人として、

財団法人あいち産業振興機構（以下「機構」という。）を指定してお

り、本県における中小企業支援に関する公的なワンストップサービ

ス機関として、創業や経営革新・新事業展開をめざす中小企業者等

への支援を実施している。

また、機構ではこのほか、海外展開や設備投資を求める中小企業

に対し、情報提供や資金助成など、総合的な支援策を実施している。

② 機構における中小企業との情報交流体制の整備

機構は、県レベルの中小企業支援体制の拠点であり、地域におけ
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る中小企業者に対する経営資源確保に係る情報をリアルタイムに提

供できる体制整備など、創業・経営革新支援拠点としての体制整備

を図る。

機構では、中小企業者に対する支援施策などについて、県が発行

する「あいち産業労働ニュース」へ掲載するほか、機構のホームペー

ジ等に掲載するなどにより、幅広く情報提供する。

また、創業者、創業予定者などが金融機関、投資家、異業種事業

者、ベンチャー支援機関と交流し、情報収集をするため、フォーラ

ムや研究会を開催するなど、創業や新事業展開への支援に努める。

③ 機構を中心とした連携体制の整備

ア 県の試験研究機関との連携・地域産学官連携

機構は、県試験研究機関を始めとした各種支援機関や大学、地

域技術移転機関（ＴＬＯ）等と相互に連携し、ネットワークの構

築に努める。

同時に、地域の中小企業のニーズに密着した技術支援機関とし

て、引き続き中小企業に対する個別の技術支援や共同研究などを

県試験研究機関と密接な連携を図り、開発した技術の事業化促進

に努める。

また、中小企業が新技術や新製品の開発に取り組む場合には、

大学や地域技術移転機関（ＴＬＯ）等の保有する技術シーズの活

用や県試験研究機関や（財）科学技術交流財団などの技術支援機

関が有する技術アドバイス、コーディネート機能と機構が有する

経営、マーケティング、資金等に係るアドバイス・情報提供、コー

ディネート機能との連携を図ることにより、その事業化を効率的

に支援していくこととする。

イ 地域における支援機関との連携

機構は、地域力連携拠点として、中小企業に支援実績のある「応

援コーディネーター」を活用しながら、中小企業が抱える今日的

な経営課題（経営力の向上、創業、事業承継、地域資源の活用、

農商工連携など）について、県内各地域の支援関係機関はもとよ

り、国の独立行政法人中小企業基盤整備機構とより緊密な連携を

図り、中小企業へのワンストップサービスの提供を行う。

なお、地域における中小企業支援機関としては、商工会議所、

商工会、中小企業団体中央会などの中小企業団体、国民生活金融

公庫などの政府系金融機関、都市銀行・地方銀行などの民間金融

機関や信用保証協会、あるいは名古屋中小企業投資育成㈱等のベ

ンチャーキャピタルなどの資金面での支援を行う機関のほか、雇

用・能力開発機構愛知センターなどがある。

ウ 地域における民間専門家との連携

専門人材が不足している中小企業者においては、必要とされる分
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野の民間専門家を活用することは重要な施策である。

このため、機構に設けた専門家登録制度を積極的に活用するとと

もに、国の事業として、愛知県中小企業団体中央会が平成 20 年度か

ら実施する「新現役チャレンジプラン」事業とも連携しながら、中

小企業者のニーズに適切に応じていく。また、民間専門家に対して

機構への専門家登録を積極的に働きかけ制度の充実を図る。

(2) 中小企業関係団体

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、経営指導員等を配置して、経営改善普

及事業を効果的に実施するとともに、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。

② 愛知県中小企業団体中央会

愛知県中小企業団体中央会は、愛知県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。

Ⅲ 事業の概要 20 年度予算額（19 年度予算額）

１ 新産業の創出・創業の拡大

(1) 県中小企業総合支援事業 558,638 千円（574,649 千円）

① 統括マネージャー等支援人材充実強化事業

機構が実施する事業を中小企業のニーズに応じて効率的かつ効果

的に実施するため、事業の一体的運用を行う統括マネージャーを 1 名

配置する。また、統括マネージャーを、専門的な立場からサポートす

る者として、経営・金融 1 名、技術担当２名、ＩＴ担当 1 名、計４名

の担当マネージャーを配置する。

② 窓口相談事業

創業や経営の安定化を支援するため、機構内に経営・金融等の専

門相談員、マネージャー及び新事業コーディネーターを配置して、

創業者や中小企業者からの各種相談に応じる。

③ 診断助言事業

経営や運営の課題を抱える中小企業者、組合などにたいして、委

嘱診断員等を派遣し、課題の解決、改善のための助言を行う。

④ 専門家派遣事業

経営革新を図る中小企業者や創業者の抱える種々の課題及び経営、

人材、情報、資金、技術等の不足する経営資源に対して、課題の解



- 4 -

決及び経営資源の円滑な確保を支援するため、民間専門家を活用し

て適切な助言を行う。

なお、技術開発力の強化、生産技術・品質管理などの技術助言に

当たっては、積極的に試験研究機関等との協力を図る。

⑤ 取引振興事業

下請中小企業の経営基盤強化を促進するため、受・発注の紹介、

あっせんを行い、また、新たな取引先の開拓を支援するため、商談

会を開催し、下請中小企業の受注の確保に努めるとともに、取引条

件の改善のための普及啓発等を行う。

⑥ 事業可能性評価委員会運営事業

経営、技術等の専門家による事業可能性評価委員会を設置し、創

業者、創造的な事業活動を行う中小企業者等からの求めに応じて、

事業化に向けてのシーズの有望性、技術の先進性、ノウハウの独自

性、事業の発展性等に関する可能性について評価を行う。

また、委員会において「Ａ」又は「Ｂ」の高い評価を受けた中小

企業などに対して、委嘱診断員等を派遣し、課題の解決、改善のた

めの助言を行う。

⑦ スタートアップ支援事業

起業家予備軍の掘り起こしや起業家マインドを啓発するため、ベ

ンチャー企業の経営者等を招き、創業時の経験談などの講演や意見

交換を内容としたセミナー「ベンチャースピリット養成塾」を開催

する。

⑧ 有望ビジネスマッチング支援事業

ビジネスプランの事業化を支援するため、機構及び県が各種事業

（事業可能性評価、創業プラザ等）で支援した中小企業者や起業家

等に、ビジネスプラン発表の場を提供し、資金調達先並びに事業化

及び販売提携先とのマッチング交流を図る。

⑨ 新事業コーディネーター支援事業

創業支援の経験豊富な専門家がスタートアップステージにある人

や創業した人の相談に応じ、きめ細かくかつ継続的に支援する。

⑩ 新事業創出サポート事業

優れたビジネスプランを有する企業や経営革新計画の実現に取り

組む企業に対して、マーケティングから販路開拓まで事業化に向け

て一貫した支援を行う。
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⑪ 知的財産戦略支援事業

中小企業者に対して、知的財産や技術動向の調査・解析等を行う

知的財産専門家を派遣することにより、知的財産の創造、戦略的活

用等を促進する。

⑫ 情報推進事業

情報提供サービスの総合的窓口として「あいち情報ステーション」

を運営するとともに、地域の経営動向などが掲載された情報誌をイ

ンターネット上で発行する。

また、中小企業におけるＩＴの導入促進を図るため、社内リーダー

養成のための研修を行うとともに、経営者、管理者等を対象にした、

新時代を乗り切るための総合的な能力の修得、情報化への対応に関

するセミナー等を開催する。

⑬ 創業プラザ事業

意欲のある起業家予備軍（サラリーマン、OL、主婦、学生など）

の創業を支援するため、機構内に「創業プラザあいち」を設置し、

「創業準備スペース」、「交流・情報提供スペース」を提供する。

さらに、スタートアップステージにある人や創業まもない人をき

め細かくかつ継続的に支援するため、新事業コーディネーターを配

置する。

また、「創業プラザあいち」で起業した IT 関連事業者は、「あいち

ベンチャーハウス」内の「シェアードオフィス」に入居することが

できる。

なお、「創業プラザあいち」の卒業者及び入居者による「あいち創

業交流会（あい創会）」を支援するなど創業後のフォローアップも実

施する。

(2) あいちベンチャーハウス事業 16,578 千円（17,678 千円）

ＩＴ産業の集積・発展を図ることを目的として、創業後間もない

ＩＴベンチャー企業に対し、事業スペースを賃料無料で提供するとと

もに、インキュベータマネージャーを中心とした多様なソフト支援

サービスを行う「あいちベンチャーハウス」を運営する。

(3) 航空宇宙産業振興事業 22,798 千円（4,378 千円）

産業技術研究所において、技術者の育成を目的に、設計、加工及び検

査に関する研修を行うとともに、中小企業への技術移転を目指した金属

材料のナノ加工技術の研究に取り組む。また、「航空宇宙シンポジウム」

を開催し、航空宇宙業界に関心を有する中小企業等への情報提供、商談

機会の確保を図る。
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(4) 県境地域連携推進事業 8,445 千円（新規）

本県東三河地域と静岡県西遠地域との交流、連携を促進するための

セミナーや専門家による助言・指導等を行い、東三河地域の活性化を

図る。

２ 産業技術の振興

(1) 技術指導育成事業 1,678 千円（2,308 千円）

（独創技術育成支援事業、技術講習会開催事業、技術指導）

製品又は製造工程等に関する技術的諸問題を抱える中小企業を対象

とした各業種の技術分野に精通した専門家の派遣や、講習会の開催等

の技術支援を実施し、中小企業の技術力の向上を図る。

(2) 中小企業ものづくり基盤技術開発推進費補助金

15,500 千円（14,000 千円）

中小企業が実施する、次世代産業分野への適応を目指す新技術・新

製品開発、ものづくり基盤技術を活用した新技術開発等の初期段階の

研究開発又は新エネルギー実証研究を目的とする事業に要する経費の

一部を助成する。

(3) 研究開発推進 198,657 千円（200,563 千円）

産業技術研究所において、社会ニーズに対応して戦略的・重点的に

取り組むプロジェクト研究や地域産業界の多様な技術ニーズに対応し

た研究開発に取り組む。

また、中小企業の技術力強化のため、研修事業や技術指導・相談を

実施する。

３ 知的財産集積の推進

(1) あいち知的財産創造プラン推進事業 6,653 千円（5,159 千円）

平成 19 年度に策定した「あいち知的財産創造プラン（改訂版）」に

基づき、各分野の専門家で構成される支援チームによる知的財産を用

いて事業化を行う中小企業に対する総合的・継続的支援や営業秘密管

理の必要性を普及啓発するための講習会を開催する。

(2) 知的財産立県づくり推進事業 12,129 千円（12,129 千円）

8 月 1 日に、「愛知の発明の日」記念シンポジウムを開催して知的財

産の重要性の啓発を行うとともに、県知的所有権センターにおいて、

従来から行っている特許流通アドバイザーや特許情報活用支援アドバ

イザー等による無料相談を実施するとともに、知的財産に関する相談

を分野を問わず受付け、相談内容に応じて既存の支援機関の紹介や回

答を行う「特許総合相談窓口」や、大企業・中堅企業の知財･技術開発
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の経験豊富なＯＢによる中小企業の知的財産活動の支援を行う「知的

財産人材サポーター」事業を通じて、「たくましい中小企業づくり」を

支援する。

(3) 海外特許取得・知的財産活用促進事業費補助金

10,600 千円（10,500 千円）

優れた技術を有する中小企業の海外特許・意匠・商標出願や未利用

特許などを活用した研究開発に要する経費の一部を助成する。

(4) 環境配慮型生産システム導入支援事業 4,474 千円（4,577 千円）

欧米を始め我が国においても環境に配慮したモノ作りのための関係

法令が整備されつつある。現在日本における対応は遅れているが、中

小企業のモノ作りへの環境対応を促進することは必須課題となってお

り、中小企業の製品競争力を高めるため、実証モデルを通して環境対

応を支援する。

４ 中小企業の経営力の強化

(1) 小規模事業者支援事業 3,632,914 千円（3,687,966 千円）

商工会や商工会議所の「中小企業相談所」に配置されている経営指

導員などを通じて、地域内の小規模事業者の経営及び技術の改善を図

る。

(2) 地域中小企業応援ファンド事業 4,300,000 千円（新規）

機構に地域資源を活用した県内中小企業等の新事業展開を支援する

ための基金を造成し、中小企業者等が地域資源を活用して行う新商品

開発、販路開拓などの新たな事業展開を支援する。

(3) 中小企業連携組織対策事業 234,502 千円（249,662 千円）

愛知県中小企業団体中央会が行う指導及び情報提供を通じて、協同

組合を始めとする中小企業連携組織の推進を図る。

(4) 経営資源強化事業（資質向上対策費） 9,229 千円（10,607 千円）

商工会や商工会議所の「中小企業相談所」に配置されている経営指

導員などを中小企業基盤整備機構が行う専門研修へ派遣するなど、職

員の資質の向上を図る。

(5) 経営安定特別相談事業 3,700 千円 (4,624 千円)

倒産のおそれのある中小企業から事前に相談の申し出を受け、経営

的に見込みのあるものについては関係機関の協力を得て再建の方途を

講じ､又は見込みのないものは円滑な整理を図ることにより､中小企業

の倒産に伴う社会的混乱を未然防止する。
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(5) 経営革新支援事業 333 千円（476 千円）

経営革新に対する普及啓発及び支援策の周知、並びに中小企業等の

作成する経営革新計画の作成指導、承認を行う。

(6) 窯業繊維産業振興事業 5,380 千円(5,039 千円)

陶磁器・繊維・雑貨産業の振興を図るため、課題解決のための調査、

講習会等を実施するとともに、産地ブランド化事業に取り組む組合に

対して専門家を派遣し、助言を行う。

５ 商店街・中心市街地の活性化

(1) 愛知県商店街振興組合連合会事業費補助金

5,184 千円（5,184 千円）

愛知県商店街振興組合連合会が行う商店街振興組合の設立・運営等

に関する指導、情報提供事業に対して助成することによって、商業者

の経営基盤の強化を図り、地域商業の振興に寄与する。

(2) がんばる商店街推進事業 260,200 千円（256,200 千円）

にぎわいあふれる魅力ある商店街を再生するため、まちづくりの観

点から商店街事業等を支援することと市町村の役割強化を目的とし、

市町村と連携して商店街活性化の意欲のある商店街等へ集中して支

援する。

(3) 商店街指導体制整備事業費補助金 22,500 千円（22,500 千円）

商店街は、経営者の高齢化、後継者難などにより組合を運営する人

材が不足しているため、地域に密着した拠点にタウンコーディネー

ターを配置し、指導体制の強化を図る。

(4) 商店街ブランド化推進事業 850 千円（850 千円）

魅力あるまちづくりによる商店街の競争力強化、活性化を図るため、

食･人・物･文化･歴史等を活用し、特徴ある取組を行っている商店街

を「ブランド商店街」として認定し、広くＰＲする。

(5) 商業団体等事業費補助金 132,371 千円（132,371 千円）

中小商業・サービス業の振興と組織活動の円滑化を目的に中小商業

者等で組織する団体が行う経営の改善、販路開拓等の共同事業及び共

同店舗等の共同施設事業に対して支援する。

(6) 商業街活性化計画推進費 1,400 千円（2,000 千円）

平成 18 年度に策定した「あいち商店街アクションプラン」の実現の



- 9 -

ため、商店街と地域住民との連携によるコミュニティ形成を推進する

「商店街・コミュニティ形成推進会議」を開催するとともに、商店街

が街づくりの視点から行う新たな取組に対しアドバイザーを派遣し、

｢街づくりゼミナール｣の開催を推進する。

(7) コミュニティビジネス推進事業費 4,259 千円（新規）

子育て、まちづくり、地域資源の活用など地域・生活密着型のコミュ

ニティビジネスを推進するため、人材、資金、施設等の情報ネットワー

ク機能を担うホームページを作成する。


