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平成２０年度中小企業支援計画

第１ 平成２０年度中小企業支援事業の基本方針

県内の経済情勢については、製造品出荷額等が着実な伸びを示すなど景気は回復基

調にありますが、一方で米国のサブプライムローン問題に端を発した不安定な金融市

場や、原油や鉄などの原材料の高騰の影響により先行きは不透明な状況で、地域経済

の牽引役である中小企業においては、依然として厳しい経営状況が続いています。

このような状況のもと、三重県においては、平成１９年度から４ヶ年で戦略的に取

り組むとした「重点事業」を設け、選択と集中をはかり、県内の産業振興、特にその

中核を担う中小企業の経営改革・価値創造に対する支援に力を入れていきます。

具体的には、三重県のものづくり産業を支える中小企業が取り組む新技術の開発や新

分野への進出や地場産業・伝統産業の新商品開発、コミュニティビジネスの創業などを

支援します。

そして、これら地域産業の活性化を担う人材の育成をはかるとともに、円滑な資金調

達制度により県内企業の経営基盤強化をはかるほか、企業立地の進まない地域において

は地域資源等を活用した企業等の誘致を促進します。

また、地域の特性・強みを生かした地域経済の活性化を目指す「中小企業による地域

産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」、「企業立地の促進等による地域にお

ける産業集積の形成及び活性化に関する法律」などをふまえながら、地域の特性に応じ

た産業振興のためのしくみづくりに取り組みます。

商工団体等の経営支援機能の強化をはかり、中小企業者に対してきめ細やかな支援を

行える体制を整備するとともに、商工団体と地域の多様な主体との連携による地域経済

を活性化する取組を支援します。

さらに、地域が自ら取り組む中心市街地活性化に資する活動を支援し、まちづくりに

関わる人材の発掘・育成を進め、地域の資源を最大限活用することで、中心市街地のに

ぎわいの回復に努めます。

第２ 事業の実施体制

１ 都道府県の実施体制

県においては、中小企業の下請型から価値創造型への転換を図るため、新商品や新

技術、新サービスの開発並びに新たな生産方式の導入等による経営革新への取組を支

援し、自律的な企業活動が活発に行われる事業環境整備を進めます。

また、２１世紀の本県産業をリードするベンチャーや新産業の創出・育成を目指す

ため、総合的なベンチャー支援を進めるとともに、地域の資源を活用した特色ある新

事業の創出を支援します。

このため、新産業創出や中小・ベンチャー企業支援をワンストップで総合的に行う

(財)三重県産業支援センター（以下「産業支援センター」という。）と緊密に連携し

て取り組みます。

さらに、商工会等の団体が、企業のニーズに適応した経営支援を行うために、これ

ら団体の強化・健全化を進めるとともに、企業に対する支援策等について連携を図り

ながら取り組みます。
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２ 支援機関の実施体制

（１）財団法人三重県産業支援センター

産業支援センターにおいては、中小企業支援法第７条第１項の規定に基づく指定

法人として、中小企業支援の高度な専門性と知見を有する専門家を活用しながら、

総合窓口相談、情報化支援、情報提供などの特定支援事業を実施します。

また、地域において新事業創出を行うため、中小企業の新たな事業活動の促進に

関する法律第２６条第１項の規定に基づく中核的支援機関として、企業等の研究開

発から自立的発展に至るまでの事業展開の各段階においてワンストップで総合的に

支援する「地域プラットフォーム」を整備し各種支援事業の実施に努めるものとし

ます。

さらに、三重県における産業振興の総合的支援機関として、産学官の強い連携や

人的、物的、知的資源の活用しながら、三重県経済を牽引する新しい産業や地域の

資源を活用した特色ある新事業を生み出すとともに、既存産業の経営革新等を促進

するための事業を展開することで、中小企業が抱える経営課題に対応した支援を実

施します。

（２）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、地域の特性を活かした商工業の発展を図るため、小規

模事業者に対する経営相談や指導、各種研修会の開催など、経営改善普及事業の実

施に努めるものとします。

さらに、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率的に実施す

るため、地域の小規模事業者や商工会等の合併、広域連携の状況を踏まえ、経営指

導員等の適正かつ計画的配置に努めるものとします。

（３）中小企業団体中央会

三重県中小企業団体中央会は、県内における中小企業の組織化と組合等の育成指

導・支援を行うため、窓口相談、巡回指導、人材養成、調査研究及び情報提供等の

事業の実施に努めるものとします。

（４）商店街振興組合連合会

三重県商店街振興組合連合会は、会員組合と小売店との有機的ネットワークで、

商店街・小売店の活性化のために必要な、調査・研究、研修、指導・相談、情報交

換・提供等の事業の実施に努めるものとします。

第３ 事業の概要

１ 自律的産業集積の推進

（１）戦略的なベンチャー企業の育成

① みえ次世代産業創造基盤事業

157,611千円（中小企業の経営の革新及び創業の促進その他 88,326千円の内数）

（都道府県等中小企業センター事業 4,452,562千円の内数）

新事業が継続的に生まれ育つような活力ある産業構造を形成していくため、新

産業創出を総合的に支援する地域プラットフォーム体制を整備し、中核的支援機

関である産業支援センターを中心に、ベンチャー企業等の研究開発から事業化に
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至るまでの各段階に応じた支援サービスを継続・充実していくことにより、県内

から数多くの起業家を輩出するような機運の醸成とビジネス環境の整備を推進し

ます。

ア ベンチャー企業創出促進事業

ａ ベンチャー創出促進事業

新規性・成長性のある事業に挑戦する起業家等に対し、事業初期の２段階

に助成します。具体的には、「アイデアの実証」など製品開発のスタート時

に要する経費と事業化に向けた「製品開発」に要する経費を補助します。

ｂ みえベンチャーサポート委員会事業

商社、ベンチャーキャピタル、金融機関、事業会社などが、プランの目利

き・ブラッシュアップ、販路開拓など一貫した支援を提供します。

ｃ ビジネスインキュべーション整備事業

インキュべーション・マネージャーがビジネスインキュベータ入居企業等

の育成支援を行います。また、インキュベーションの入居企業への賃料補助

やインキュベーション・マネージャー設置に対する支援を行います。

ｄ ベンチャー総合相談事業

経営、特許、金融など高度な専門知識を有する専門家が相談に応じます。

ｅ マーケティングサポート事業

優れた製品やサービスを有しながら、販路を見出せないでいるベンチャー

企業を対象に、市場調査や販路開拓などの具体的支援を行います。

ｆ 起業家人材育成事業

創業前後に必要な知識などの習得及びネットワークの構築を目指すため、

各種講座や講座受講生等のフォローアップ事業を実施します。

ｇ みえ新産業創造・交流会事業

新規成長分野に関するセミナー等の開催や産学共同研究を進めるサポート

研究会への支援等を行います。

ｈ みえプラットフォーム情報発信事業

産業支援センターがプラットフォーム体制で行うベンチャー事業全般につ

いてＰＲを実施します。

ｉ みえ新事業創出促進調達事業

県内のベンチャー企業等が開発した優れた製品や技術、役務等の販路開拓

支援として制定した「みえ新産業促進調達制度」について、一定の条件のも

と事業者からの申請を受付け、審査のうえ製品等を選定し、県の各機関での

当該製品等の調達を進めます。

ｊ 「まるごしで来い」ＰＲ事業

三重県大阪事務所にベンチャーサロンを開設し、三重県内のベンチャー企

業等の情報発信や、ベンチャー施策のＰＲ等を行い、関西圏の企業と県内ベ

ンチャー企業のマッチング等の機会創出を図ります。また、名古屋圏でベン

チャー支援策等のＰＲを実施します。

ｋ アドバイザリーボード運営事業

事業分野の専門家が、県のベンチャー・中小企業施策に対する提言や、産

業支援センターの支援企業や支援方法等について、助言を行います。

ｌ みえ新産業創出地域プラットフォーム整備事業
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プラットフォーム体制の強化を図るため、中核的支援機関、新事業支援機

関、オブザーバー機関等による関係機関相互のネットワーク強化を図るとと

もに、職員の資質向上のための研修を行い、効果的な支援体制、支援施策を

構築します。

（２）産業人材の育成等基盤整備

① 中小企業支援センター事業

ア ものづくりソリューション機能強化事業

31,583千円（中小企業の経営の革新及び創業の促進その他 88,326円の内数）

（都道府県等中小企業支援センター事業 4,452,562円の内数）

中小企業の加工技術や製品化技術等の課題解決のため、産業支援センターの

北勢地域における支援機能の充実を図るとともに、中小企業の魅力を効果的に

発信することで若手人材の確保や新たな販路の開拓を支援します。

ａ 北勢地域ものづくり支援整備円滑化事業

高度部材イノベーションセンターにおいて、中小企業の課題の解決のため

の事業を実施する産業支援センターに対して、必要な経費を助成します。

ｂ 課題解決道場運営事業

高度部材イノベーションセンターにおいて、部材加工企業を横断的に結ぶ

ネットワークを構築し、中小企業の課題解決のための事業を実施する産業支

援センターに対して、必要な経費を助成します。

ｃ 地域中小企業魅力発信・ネットワーク構築事業

県内及び首都圏の若者を対象に企業体験事業を実施することで、域内中小

企業の魅力を効果的に発信し、若手人材の確保等に繋げる事業を実施する産

業支援ンターに対して、必要な経費を助成します。

２ 活力ある地域産業の振興

（１）ものづくり産業の高度化

① オンリーワン企業育成プログラム

ア オンリーワン企業育成プログラム事業

74,144千円（中小企業の経営の革新及び創業の促進その他 88,326千円の内数）

（都道府県等中小企業支援センター事業 4,452,562千円の内数）

ものづくり中小企業の高度化、高付加価値化を促進するため、自ら事業の高

度化計画を策定するなどにより、オンリーワン企業に向かって取り組む研究開

発や技術革新を企業の発展段階に応じて支援します。

ａ オンリーワン企業育成技術開発支援事業

中小企業等が実施する新商品や新技術の開発に要する経費の一部を助成し

ます。

ｂ 退職人材活用事業

企業で研究、技術開発に携わった退職人材の経験、ノウハウを活用し、中

小製造業の技術力強化を図ります。

ｃ 技術開発等支援事業

工業研究所等の試験・研究機関が、共同研究や技術開発指導により、中小

企業の研究開発や技術の高度化を支援します。
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イ 中小・ベンチャー企業の知的財産創造に向けた戦略的支援事業

9,710千円（中小企業の経営の革新及び創業の促進その他 88,326千円の内数）

（都道府県等中小企業支援センター事業 4,452,562千円の内数）

中小・ベンチャー企業の独自技術等の知的財産を、創造・権利化・活用・保

護し、総合的な戦略として経営に結び付けていくマネージメント能力を醸成す

るためのインフラ整備や産学連携の推進を行い、独創的な新事業・サービス創

出に向けた取組を支援します。

ウ ものづくり中小企業データMAP作成事業

1,026千円（中小企業の経営の革新及び創業の促進その他 88,326千円の内数）

競争力の高い優れた中小企業の設備、技術、人材等の情報をGISを活用して

データMAP化することで川下産業とのマッチングや、県内立地検討企業等への

情報提供等に活用するなど、ものづくり技術の支援強化を図ります。

② 地域経済国際化対応事業

ア 産業国際化支援事業

17,838千円（中小企業の経営の革新及び創業の促進その他 88,326千円の内数）

日本貿易振興機構など専門機関と連携し、貿易・投資相談や関連情報の提供

などを行うことにより県内中小企業の国際化を支援します。

（２）地域産業の活性化

① 地域産業創出活性化事業

ア 地域産業活性化支援事業費

21,886千円（中小企業の経営の革新及び創業の促進その他 88,326千円の内数）

地域産業の活性化を図るため、地域産業に属する中小企業者等や地域資源を

活用した新たなビジネスを創出しようとする中小企業者等が行う新商品等の研

究開発、地域資源活用商品の販路開拓、地域資源を活用するための人材養成の

事業に要する経費の一部を助成します。

② 地域産業力創出支援事業

ア 地域産業力創出支援事業

4,222千円（中小企業の経営の革新及び創業の促進その他 88,326千円の内数）

商工団体など地域内外の多様な主体が連携して行う「地域の魅力・資源の発

掘・事業化に向けた計画策定」など、地域の特性に応じた創意工夫を活かした

新たな価値創造を、地域の「産業力」を高める取組として支援します。

イ みえ地域コミュニティ応援ファンド（果実運用型）事業

3,801,205千円（中小企業の経営の革新及び創業の促進その他 88,326千円の内数）

（都道府県等中小企業支援センター事業 4,452,562千円の内数）

「みえ地域コミュニティ応援ファンド」を組成し、地域密着型で、地域コミ

ュニティへの貢献が高い案件や、地域資源を活用したビジネスの初期段階の取

組など、現時点では必ずしも十分な収益が見込めない案件への助成を行います。

③ コミュニティビジネス支援事業

3,134千円（中小企業の経営の革新及び創業の促進その他 88,326千円の内数）

三重県内のコミュニティビジネスを振興するため、中間支援組織を活用した相

談会の開催や、中間支援組織の育成を図るための支援を行います。
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④ 中小企業の企業力向上再チャレンジ支援事業

ア 事業戦略策定コンサルティング支援事業

7,775千円（中小企業の経営の革新及び創業の促進その他 88,326千円の内数）

（都道府県等中小企業支援センター事業 4,452,562千円の内数）

中小企業の事業戦略や具体的実施課題の解決を図ることを目的に、民間の専

門化を活用して経営・技術・情報化等に係る診断・助言を行う。

イ 経営革新支援プラットフォーム事業

3,822千円（経営革新支援 3,822千円）

「中小企業新事業活動促進法」に基づく中小企業の経営革新計画の作成相談

・承認・進捗状況把握などを行うとともに、中小企業者の経営革新気運の醸成、

ビジネスプランの作成支援、事業実施後のフォローなどを行い、中小企業者の

経営革新を支援します。

⑤ 中小企業支援センター事業

ア 中小企業支援センター事業

114,006千円（都道府県等中小企業支援センター事業 4,452,562千円の内数）

中小企業の経営資源を強化し、経営革新等の取組を促進するため、中小企業

の多様なニーズに対応して、施策情報、診断・助言、取引あっせん等の支援策

をきめ細かく提供できるワン・ストップ・サービス型の支援を行う産業支援セ

ンターに助成します。

ａ 支援人材充実強化事業

中小企業者の経営資源を確保するための事業を効果的かつ効率的に実施す

るため、窓口における相談・支援事業をはじめ、経営、ＩＴ、技術開発等の

各種事業を一貫してコーディネートする人材を配置します。

ｂ 事業可能性評価委員会運営事業

中小企業者等からの求めに応じて、技術の先端性・有望性・ノウハウの独

自性など、事業の可能性の審査・評価等を行うための委員会を開催します。

ｃ 支援体制整備円滑化事業

中小企業支援事業の円滑な実施・幅広い情報提供を行うために必要な、情

報誌の発行、情報機器等の維持管理・整備等を行います。

ｄ 支援機関連携促進事業

各種事業を効果的に実施するため、県内の中小企業支援機関との連携を図

るための連絡会議を開催するとともに、県外の都道府県等中小企業支援セン

ター等との連携を強化するための調査等を行います。

ｅ 支援担当者能力開発事業

各種事業を効果的に実施するため、中小企業基盤整備機構、中小企業大学

校等が行う中小企業支援担当者の養成研修等に職員を派遣し、支援担当者の

知識・技能習得、資質向上に努めます。

ｆ 窓口相談事業

相談窓口に相談員として専門家を配置し、中小企業者等が抱える経営上の

問題に対する各種相談に応じます。

ｇ 調査分析事業

地域の中小企業の情報ニーズを的確にとらえるため、地域企業の景況感な

ど各種の調査・分析事業を実施します。
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ｈ 取引情報提供事業

中小企業の取引の多様化による経営革新を支援するため、受発注情報等の

収集・提供、商談会の開催等を行い、下請企業の受注の安定的な確保を

図ります。

また、販売のノウハウ等のない登録下請企業等の自社開発製品・技術等の

販路の開拓を支援することにより、下請企業の自立化を促進します。

ｉ ＩＴ活用事業

中小企業のＩＴを活用した経営革新を促進するため、電子商取引ポータル

サイト・サポートサイトの運営を実施します。

⑥ 産業フェア開催事業

13,000千円（中小企業の経営の革新及び創業の促進その他 88,326千円の内数）

これからの三重県をリードしていこうとする企業の活動を活発にするための情

報発信やビジネスマッチングの場として、また、県民の皆さんに県内産業の製品

・サービスを紹介し、県内企業や生産者と県民との新たな関係を構築する機会と

して「リーディング産業展みえ２００８」を開催します。

（３）経営支援機能の充実

① 中小企業連携組織対策事業

119,668千円（中小企業連携組織対策事業 118,903千円）

（中小企業の経営基盤の強化その他 765千円）

中小企業の組織化、中小企業団体の育成指導を行うための、窓口・巡回指導、

専門家による指導など、三重県中小企業団体中央会が行う事業に対して助成し、

中小企業者の地位の向上を図ります。

② 小規模事業等支援事業

1,478,133千円（中小企業の経営の革新及び創業の促進 88,326千円の内数）

（小規模事業者に対する支援 1,477,369千円）

商工会、商工会議所、商工会連合会が取り組む小規模事業者等に対する経営指

導員等による個別指導、各種研修会等の事業に対して助成し、小規模事業者等の

改善発展を支援します。

③ 経営技術支援事業

23,523千円（都道府県等中小企業支援センター事業 4,452,562千円の内数）

産業支援センターに対して、小規模企業者等設備資金貸付事業に係る人件費及

び診断費等を補助し、貸付制度の活用を希望する小規模企業者等が、経営基盤の

強化や創業に必要な設備の導入を促進できるよう支援します。

また、すでに貸付制度を活用した小規模企業者等が、事業を適切に遂行し、借

入金の返済が約定どおり履行できるよう事後指導を行います。

（４）中心市街地と商業の活性化

① 商店街・中心市街地活性化事業

17,676千円（都道府県等中小企業支援センター事業 4,452,562千円の内数）

（中小小売商業の振興支援その他 14,121千円）

ア 中心市街地活性化総合対策事業

地域が主体となる中心市街地活性化の取組を支援するため、専門家等の派遣、
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まちづくりや商業活性化に関する情報の発信、まちづくりを考えるための体制

づくり、人材育成の取組に対する助成などを行います。

イ 中心市街地商業活性化基金事業

中心市街地の中小商業の活性化をはかるため、中心市街地活性化協議会の構

成員等が行う住民の合意形成、計画策定などに対し助成を行います。

ウ 中心市街地のにぎわい再生事業

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に向けた取

組や、同基本計画に基づく中心市街地のにぎわい回復に向けた取組等を支援し

ます。

② 商店街振興組合指導事業

1,954千円（商店街振興組合指導事業 1,954千円）

三重県商店街振興組合連合会が各商店街振興組合に対する情報提供や助言・指

導、研修会を行う際にかかる経費を助成することにより、商店街振興組合及び中

小小売商業者の振興を図ります。

③ 小売商業経営革新支援事業

22,734千円（都道府県等中小企業支援センター事業 4,452,562千円の内数）

産業支援センターが、中小商業者の経営力や競争力を強化するために実施する、

支援体制整備、専門家派遣、窓口相談、情報提供等にかかる経費を助成すること

により、中小商業者の経営革新の取組を支援します。

（５）経営基盤の強化

① 経営品質向上活動推進事業

5,533千円（都道府県等中小企業支援センター事業 4,452,562千円の内数）

県内企業の事業環境等に即応した経営革新能力の向上、顧客満足度等を高める

ための経営改革とレベルアップへの取組を支援するため、三重県独自の「三重県

経営品質賞」の運営と推進を図ります。

３ 技術交流の推進

（１）研究交流の推進

① ニーズ対応共同研究・技術支援事業

4,200千円 （中小企業の経営の革新及び創業の促進その他 88,326千円の内数）

県内中小企業等が抱える技術上の課題（ニーズ）に基づいた、本県の試験研究

所との共同研究及び技術支援を実施して課題解決を図ります。

（２）知的財産に取り組む環境づくり

① 中小企業等知的財産活用支援事業

4,230千円 （中小企業の経営の革新及び創業の促進その他 88,326千円の内数）

三重県知的所有権センターが、中小企業者等に対して特許の活用に関する出前

相談の実施やセミナー等を開催します。


