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Ⅰ．平成２０年度の基本方針

近年、経済のグローバル化、少子・高齢化、情報通信技術などが急速に進展するなか

で、我が国の経済は大きな変革を迫られている。

本県の景気は、このところ足踏み状態にあり、原油・原材料価格の高騰、住宅建設等

の減少による影響が懸念されるなど、中小企業を取り巻く環境は厳しい状況にある。

こうした中、中小企業が一層の自立的発展を遂げるためには、このような経営環境の

変化を先取りし、明確な経営方針をもって、自らの手で未来を切り開くことが極めて重

要である。

このため、本県では、世界にはばたく「元気とやまの創造」をめざし、「活力とやま」

を基本政策の１つに掲げ、知恵や技術が活きる産業づくりを推進することとしている。

特に､富山ならではの新産業の育成・創出を促進するため､平成１３年度に財団法人富

山県新世紀産業機構（以下「機構」という。）を設立し、産学官連携による研究開発の

推進体制を強化し、新規成長産業の育成支援等に取り組んでいるところである。

さらに、創業や新事業の展開等前向きな事業活動に取り組む中小企業を積極的に支援

するため、機構内に富山県中小企業支援センター（以下「県支援センター」という。）

を設置し、各地の商工会議所、商工会等関係支援機関と連携しながら、中小企業のニー

ズに即したきめ細かな継続的な支援に努めるなど、総合的な支援体制の整備を行ってき

たところである。

平成２０年度においては、県の融資制度において、事業承継支援資金を創設し、後継

者不在や相続時の資金不足等により存続見通しがつかない中小企業を支援していくほ

か、本県の特色ある資源を活用した商品開発等を促進するため、専門家による戦略の検

討を行うとともに、事業化に向けた取組みを支援することとしている。

また、県工業技術センターに、ものづくりアドバイザーを配置し、各種工業会等と連

携しながら、県内中小企業の技術力向上を図っていくこととする。

本年５月に機構が地域力連携拠点に指定されたことを契機とし、県支援センターにお

いては、これまで実施してきた相談事業や専門家派遣事業等はもとより、応援コーディ

ネーターを通じ、経営の向上に取り組む中小企業を積極的に支援するとともに、他の地

域力連携拠点等の中小企業支援機関と連携、協力しながら、県内各地での移動相談や企

業訪問を行い、中小企業のニーズの掘り起こしや潜在的な技術、商品等の発掘に努め、

中小企業の経営革新や新規創業への取組みに対して支援を行うこととする。
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Ⅱ．事業の実施体制

１．富山県

県は、国、独立行政法人中小企業基盤整備機構と適切な役割分担の下、創業や新事

業の展開等を支援するとともに、地域経済及び地域産業の実情に応じた特色ある事業

を実施するため、商工会・商工会議所等関係支援機関と密接に連携、協力しながら、

機構に設置した支援センターを通じ、中小企業者に対してワンストップサービスの提

供に努めるものとする。

２．県支援センター

中小企業が多様で活力ある成長発展を図ることができるよう、創業促進や経営革新

を総合的に支援する中小企業支援体制の中心拠点として、県支援センターを設置する。

県支援センターは、創業を目指す者、創造的事業活動(ベンチャー)に取り組む者、

独自技術やサービスの開発、新事業の展開等経営の革新に取り組むなど、前向きな事

業活動を行う中小企業に対し、経営に対する助言、研修、相談、情報の提供、取引あ

っせん等のいわゆる経営資源に関する種々の支援策を効果的、効率的に実施すること

を目的とする。

県支援センターは、中小企業支援法に基づく指定を受けた財団法人である機構が運

営する。

機構は、２１世紀に躍進する本県産業を創出するため、総合的支援機関として、

新規創業や既存企業の新事業展開について、計画から事業化まで一貫した支援や産

学官の連携による先端的な研究開発等を支援するとともに、効果的な支援体制の整

備・充実を図るものとする。

また、本年５月から、地域力連携拠点として採択されたことから、地域資源活用プ

ログラムや農商工連携の国認定案件の輩出、創業者支援などに重点的に取り組んでい

くこととする。

（１）プロジェクトマネージャー・サブマネージャーの配置

県支援センターが実施する経営資源支援事業（専門家派遣事業、事業可能性の評

価、情報等提供事業等）などを統一的に管理する者として、プロジェクトマネージ

ャー１名、サブマネージャー２名（経営担当、技術評価担当各１名）を配置するも

のとする。
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（２）事業評価支援検討委員会

新たな事業計画を有する中小企業者や創業者を対象に、その事業化の有望性、技術

の先進性、ノウハウの独自性、事業の発展性等多様な面から事業化の可能性について

審査、評価及び支援策の検討を行うものとする。

（３）窓口専門相談員の配置

中小企業に対する相談・支援体制の強化を図るために、ＩＴ担当及び金融担当の専

門相談員をそれぞれ１名配置し、ＩＴを活用した新事業・新サービスの創出や中小企

業の情報化、経営の向上、資金繰り等個々の企業の実態に即した金融情報の提供など

相談機能の充実を図る。

（４）中小企業との情報交流体制の整備

中小企業者等の交流拠点として機能させるため、中小企業者等に対する支援策など

幅広い情報の提供や異業種事業者との交流機会の提供などに努める。また、各種相談

に対応するため、県内企業が保有する技術、人材等の経営資源等の情報収集を図る。 

（５）中小企業支援機関との連携体制の整備

中小企業支援体制の機能充実を図るため、商工会・商工会議所や県中小企業団体中

央会及び本年５月から指定された地域力連携拠点など地域における中小企業支援機

関と密接な相互連携のもと、多様なニーズに対して、統一的窓口としてきめ細かな支

援策をワンストップサービスで提供する支援体制を整備する。

（６）「下請かけこみ寺」窓口の開設

本年４月から下請かけこみ寺を開設し、中小企業者の取引に関する様々な悩みなど

に、下請法や中小企業に取引問題に詳しい専門家が親身になって耳を傾け、適切な助

言を行う。

（７）その他

本年５月に、機構が中小企業基盤整備機構から再委託を受け、新現役チャレンジ支

援富山事務局を設置し、新現役人材と中小企業のコーディネートに関する知見やノウ

ハウを有する専門家により、地域間に偏在する新現役人材の流動性を高め、より適確

なマッチングを進めているところである。
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３．中小企業関係団体

（１）商工会・商工会議所

①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指導環境整備を図るものとする。

②地域力連携拠点

県商工会連合会や一部の商工会議所に設置されていた経営革新支援アドバイザー

センターは、平成１９年度をもって廃止されたが、本年５月から装いも新たに地域力

連携拠点がスタートし、引き続き、創業及び経営革新計画の承認を目指す中小企業者

等に対し、ビジネスプラン策定や調査事業、講習会開催等の支援を行っている。

県では、今後とも同拠点と連携し、創業、経営革新計画承認企業の輩出を推進して

いくこととする。

（２）富山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、本県地区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。また、本年５月か

ら、新たに地域力連携拠点としての機能も併せ持つことになった。

（３）富山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行う。

（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、関係行政機関等と緊密に連携し、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

県又は県支援センター等は、概ね次の事業を行うものとする。

平成２０年度（平成１９年度）

１．ものづくりの振興、技術力の強化支援 69,200 千円（84,400 千円）

（１）イノベーション創出事業補助金 15,000 千円（16,500 千円）

中小企業を中心とした産学官グループで行う国等の大型技術開発プロジェクト

につながるような先行的な技術開発、商品開発の研究経費の一部を助成する。

（２）新商品・新事業創出公募事業 20,400 千円（22,400 千円）

バイオ、深層水、新エネルギー、ものづくりについて産学官グループからの商品

開発等の提案を募集し、優れた提案についてその実施を委託する。

（３）企業ニーズ対応型産学官共同研究事業 2,400 千円（3,500 千円）

中小企業の日々の生産活動において、自社の技術力では解決できない技術的課題

を募集し、必要な研究費の一部を助成する。

（４）卒業研究テーマ等実用化研究支援事業 6,400 千円（10,500 千円）

企業ニーズに基づいた卒業研究などの研究シーズをもとに、実用化を目指す戦略

的テーマを募集し、その研究を委託する。

（５）富山県ＩＴ活用ビジネスモデル助成事業 5,500 千円（6,500 千円）

IT を活用し企業間や企業・消費者間の電子商取引等に対応した先駆的なビジネス

モデルを公募し、そのシステム開発を支援する。

（６）地域産業活性化事業費補助金（とやまものづくり技術強化支援事業）

19,500 千円（25,000 千円）

中小企業が行うものづくり技術開発や独自デザイン開発を支援する。

３ 商店街の振興支援 35,500千円（45,500千円）

（１）商店街振興組合指導事業 1,000 千円（1,000 千円）

県商店街振興組合連合会への助成

県商店街振興組合連合会が行う中心市街地等の商店街の賑わい回復や魅力向上

を促進する事業に対して支援する。
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（２）その他商店街の振興支援 34,500 千円（44,500 千円）

①がんばる商店街支援事業 31,500 千円（44,500 千円)
商店街における、集客の核となる店舗の再生や、自ら考えた独自の総合的な活性

化のためのプランの着実な取組みに対して支援する。

②チャレンジグループサポートモデル事業 1,500 千円（ 0 千円）

商店街の活性化に前向きなグループが行う様々な取組みを支援する。

③商店街次世代キーマン育成プログラム事業 1,500 千円（ 0 千円）

商店街をリードする若手商業者を対象に商業経営等の講座を実施し、リーダーと

しての資質をみがくとともに、商業者間の交流を深め、相互研鑽を通じてリーダー

としてのモチベーション向上を図る。

３ 経営基盤の強化支援

（１）小規模事業者支援事業（経営改善普及事業） 1,355,343 千円（1,361,142 千円）

経営改善普及事業は、商工会・商工会議所が行う主として以下の各項目に掲げる

ものとする。

ａ．金融、税務、経理、販売管理、労務、技術の改善、その他経営に関する指導、

あっせん等。

ｂ．小規模事業者の経営の改善発達に資する地域の活性化又は商工業の振興に関す

る事業の実施、協力又は指導。

ｃ．経営、技術、各種制度等に関する情報又は資料の収集及び提供。

また、小規模事業者をめぐる新たな経営環境に対応するため、個別相談・指導に

加え、地域振興事業の実施、創業人材育成・後継者育成等人材能力開発の推進等を

図るとともに、指導ニーズの高度化、多様化等に対応するため、専門指導体制の整

備、専門的ノウハウ等を有する者の幅広い知見の活用等を通じ、経営改善普及事業

の効果を高めるものとする。

（２）中小企業連携組織対策事業 18,490 千円（20,290 千円）

組合等の活性化に資するために、富山県中小企業団体中央会が実施する、人材確

保・育成事業、調査研究事業や組合の各種取組みを紹介した組合情報誌の発行事業

に対して助成する。
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４．富山県中小企業支援センター事業 166,410 千円（191,895 千円）

（１）相談事業

経験豊富でノウハウを有した企業経営経験者等を活用し、中小企業者や新規創業者

に対して企業の設立準備や経営革新などに関する相談を実施する。

また、ＩＴ担当及び金融担当の専門相談員を配置し、中小企業の情報化や新事業、

新サービスの展開、資金繰り等について相談・助言を実施する。

（２）専門家派遣事業

新規創業を意図する者、経営向上に意欲的で経営革新等のための事業計画を持つ中

小企業等に対し、助言を行うことにより、その計画の実現を支援する。

専門家については、随時募集するとともに、登録された専門家は財団のウェブサイ

トに掲載する。派遣対象企業としては、以下のような企業等を中心とする。

・新規に創業しようとする者

・独自技術、サービスの開発により新事業の展開を図ろうとする企業

・情報化に意欲的な取り組みを行おうとする企業

・その他、経営革新に意欲的な企業

（３）情報提供事業

ア 情報提供事業

財団が保有する新聞、人材情報、保有文献及びビデオテープ等に関する独自のデ

ータベースの構築やインターネットによる支援施策検索システムの活用により、情

報提供機能の充実・強化を図る。 

イ 下請中小企業取引情報提供等事業

下請中小企業の受注機会の増大を図るため、企業訪問による発注開拓や商談会の

開催等を行うとともに、下請関係情報の提供、下請企業の保有する独自技術の情報

提供等を行い、販路拡大や取引先の多角化、経営の自立化を支援する。

特に、県外発注企業の開拓を強化するため、大阪、愛知に加え今年度は初めて、

神奈川で広域商談会を開催し、受注機会の場を拡充するなど、県内下請企業の受注

の安定的確保を図る。

（４）事業評価支援検討委員会事業

事業評価支援検討委員会を開催し、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、技術の先進性、ノウハウの独自性、事業の発展性等事業化の可
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能性について評価や支援策の検討を行う。

また、事業可能性の評価に応じた継続的支援の経緯・結果等について事後評価を適

切に行うとともに、整理・蓄積したデータを積極的に活用し、その後の支援事業を効

果的に実施する。

（５）連携促進支援事業

中小企業支援機関の連携を図り、効果的な中小企業支援を実施するため、県内診断

指導機関、公設試験研究機関等を構成員とする会議を設置し、各機関で発生した問題

点を協議して、ノウハウの蓄積、指導レベルの確保に努める。

また、中小企業・ベンチャー支援センター及び都道府県支援センター間の人材交流

を図るため、他県で開催されるブロック交流会へ参加する。

５．その他県が行う中小企業支援事業

（中小企業への総合的支援）

（１）工業技術センター運営費 78,242 千円（83,994 千円）

中央研究所、生活工学研究所、機械電子研究所の管理運営及び依頼試験の受託、

設備機器の開放を行う。

（２）工業技術開発研究事業費 9,556 千円(10,575 千円)
中小企業を支援するための基礎的研究、技術移転のための研究、企業との共同

研究、受託研究を行う。

（３）ものづくりアドバイザー事業 5,256 千円( 0 千円)
工業技術センターにものづくりアドバイザーを配置し、中小企業への訪問やもの

づくり技術に関するアドバイスを通じて、中小企業の抱える技術的問題を解決する。

（中小企業の人材確保・育成支援）

（１）若手研究者育成支援研究事業 2,200 千円 (2,500 千円)
企業の若手研究者のグループが工業技術センターと行う共同研究に助成し研究

者の育成を図る。

（２）電子商取引開設支援事業 1,200 千円（1,200 千円）

電子商取引未導入の企業が、ネットショップを実際に開店できるように、実践的

なワークショップを行う。



- 9 -

（３）バイオ関連人材育成事業 2,250 千円(2,270 千円)
バイオテクノロジーの産業化支援のための人材育成を推進する。

（４）富山県中小企業大学校開催事業 16,343 千円（16,343 千円）

経営環境の変化に適切に対応できる中小企業の人材育成を図るため、中小企業の

経営者、管理者を対象に経営管理に関する研修事業を実施する。

（５）とやま起業未来塾事業 24,524 千円（23,230 千円）

新規創業者、企業後継者等を育成する実践的な塾を開校し、若者、女性、熟年者

の創業を支援する。

（６）ものづくり産業活性化人材育成支援事業費 1,200 千円（1,200 千円）

業界における最新技術の普及、生産性の向上、ＩＴを販売手段として活用できる

人材を育成するための研修事業に対して助成する。

（中小企業の販路開拓支援）

（１）とやまの資源発掘ブラッシュアップ事業 1,500 千円（1,500 千円）

地域にある優れた新事業展開の取組みの掘起しや事業化に向けた検討を行う。

（２）中小企業地域資源活用推進事業 2,000 千円（ 0 千円）

専門家による目利きを通し、資源を有効に活用した売れる商品づくりの検討や

地域資源の普及啓発を行う。

（３）マッチングアドバイザーを活用した販路開拓支援事業 3,000 千円（3,000 千円）

トライアル発注商品等中小企業の開発した新商品について、マッチングアドバイ

ザーの活用による販路開拓支援を首都圏、関西圏で行う。

（４）トライアル発注推進事業費 2,600 千円（2,800 千円）

中小企業者の販路開拓を積極的に支援し、新産業の育成を図るため、県が認定し

た事業者の生産する新商品を随意契約で購入できる制度を推進する。

（５）地域産業活性化補助金（販路開拓事業等） 19,500 千円（21,500 千円）

県内地域産業の活性化を図るため、各業界団体等が行う販路開拓事業等に対し、 
助成する。
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（中小小売商業の振興支援）

（１）認定中心市街地支援事業 25,000 千円（0 千円）

富山市、高岡市の認定基本計画を着実に推進するため、基本計画に記載された事

業や関連する事業に対して補助する。

（２）まちの賑わい拠点創出事業 3,000 千円（3,000 千円）

ＮＰＯ法人等が行う、まちの賑わいを創出するイベント開催等の取り組みに対し

て支援する。
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