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Ⅰ 平成２０年度の基本方針

本県経済の最近の動向をみると、生産面では、一般機械を中心に全体としては

堅調に推移しており、また雇用面でも、有効求人倍率が１倍を超えるなど、改善

傾向が続いているが、地域・業種・企業規模によるばらつきや原油をはじめとす

る原材料価格の高騰などに引き続き留意する必要がある。

こうした中、本県経済の回復基調をより本格的なものとするため、「石川県産

業革新戦略」（H16年度）や機械をはじめとする基幹産業４分野の個別戦略（H19

年度）に掲げる方向性に沿った施策を着実に推進していくこととしている。

具体的な施策としては、産学・産業間の連携を一層強化するとともに、新たに

設置した「いしかわ産業化資源活用推進ファンド」を活用した新事業の創出のほ

か、独自の技術により特定分野で成長が期待できる次世代型企業への集中支援を

行う。 
また、産業人材政策については、「石川県産業人材プラン」に基づき、着実に

施策を推進するとともに、本県経済の基盤である製造業の更なる競争力強化を推

進するため、県央地区におけるモノづくり人材の育成や一大拠点としての金沢産

業技術専門校のあり方等を含め構想を策定する。

地場産業の経営安定化・基盤強化については、引き続き「中小企業再生・事業

転換支援プログラム」などを推進するとともに、経営指導や制度金融などにおい

て、地域・業種・企業規模に配慮したきめ細やかな支援を実施する。

Ⅱ 事業の実施体制

１ 石川県の実施体制

本県における中小企業支援事業は、国、石川県及び中小企業基盤整備機構が

相互に連携・協力して実施するものとし、石川県中小企業支援センターの整備

等により相互の連携・協力を促進する。

２ 石川県中小企業支援センターの実施体制

石川県は、経営・技術の指導、相談、情報提供等の事業の集約を図るため、

創造的企業支援財団（中小企業創造活動促進法に基づくベンチャー財団に該当）、

中小企業情報センター、トライアルセンター（テクノポリス財団に該当）の統

合により平成１１年４月に設立した（財）石川県産業創出支援機構を中小企業

支援法第７項第１項の規定に基づき、石川県中小企業支援センターに指定した。

また、同センターと、設備投資、受注取引及び販路開拓支援などの事業を行

っている財団法人石川県中小企業振興協会を平成１５年４月に統合し、利用者

の利便性を高め、効果的な事業の展開を図っている。

●センターの名称

財団法人石川県産業創出支援機構

●場所

石川県金沢市鞍月２丁目２０番地

●組織の概要

理事長 谷本正憲（石川県知事）

設立日 平成１１年４月１日

基本財産 １４２，０００千円
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●実施する主な事業の内容

・総合的な中小企業支援・相談窓口と産業情報の提供

・SOHO・ネットベンチャーの活動支援や産業IT化の推進

・ベンチャー・創造的企業に対する総合的支援

・中小・ベンチャー企業等の設備投資支援、受注の確保、販路開拓支援

・中小企業の再生と事業転換支援

・産学官の交流・連携の促進と共同研究による新技術開発の推進

・大学、研究機関等の研究成果の実用化と共同研究の推進

・地域発展と新規産業創造を目指す多様な産学官プロジェクトの支援

（１）プロジェクトマネージャー等配置

中小企業支援事業を効果的かつ効率的に実施するため、事業を一貫して管

理するプロジェクトマネージャー１名を配置する。

このほか、経営・技術、情報などの専門的な面からプロジェクトマネージ

ャーを代理、補佐する者として、サブマネージャー２名（１名は主に経営・

技術、１名は主に情報技術）を配置するものとする。

（２）事業可能性評価委員会の設置

事業可能性評価委員会は、中小企業者や創業を行おうとする者の事業計画

に対して、その事業の有望性、技術の先進性、ノウハウの独自性、事業の発

展性等の多様な側面から、事業の可能性について評価を行う。

そのため、プロジェクトマネージャー等に加え、自ら創業した経験を有する

経営者など県内第一級の評価を得ている者を委員としている。

（３）中小企業との情報交流体制の整備

中小企業者に対する支援施策など幅広い情報の提供や中小企業者が異業種

事業者と交流を行えるような機会の提供などに努める。

３ 中小企業関係団体の実施体制

（１）商工会・商工会議所・石川県商工会連合会（経営改善普及事業）

商工会・商工会議所・石川県商工会連合会は、地区内小規模事業者の経営の改

善発達を図るため、個別相談・指導を中心とした経営改善普及事業を実施する。

また、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

配置するとともに、経営指導員等が経営改善普及事業に専念できるよう、一般

管理事務の責任者として事務局長等を配置し、事業環境の整備を図る。

（２）石川県中小企業団体中央会

石川県中小企業団体中央会は、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。

（３）石川県商店街振興組合連合会

石川県商店街振興組合連合会は、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等、事業の実施体制の運営支援をする。
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（４）関係支援機関との連携

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、県等と緊密に連携し、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。

４ その他

（１）事業広報活動

県が行う事業について、多くの中小企業者による利用を図り、併せて関連事

業等との一体性を確保するため、中小企業支援制度講座（出前講座）による各

種支援施策の説明やインターネットなど様々な方法で広報を行い、中小企業者、

経営支援事業者及び中小企業支援関係機関に事業内容を周知する。

（２）事後評価

中小企業支援センターの事業運営に際しては、支援を受けた中小企業の満足

度等を調査、支援内容に関して事後評価を行うことで、事業の効率性、効果を

把握し、事業の見直しや効率的運営並びに支援内容の質的向上に努め、事業の

一層の改善に努める。

Ⅲ 事業の概要

１ 中小企業の経営資源確保のための総合的支援

20年度予算額（19年度予算額）

（１）石川県中小企業支援センター事業 55,983千円 （64,392千円）

①相談事業

プロジェクトマネージャー、サブマネージャーが企業の設立準備や経営革新

などに関する相談を中小企業者、新規創業者等に対して行う。

②専門家派遣事業

中小企業者、創業者の抱える種々の課題の解決や経営、人材、情報、資金等

の不足する経営資源の円滑な確保、さらには経営革新等を支援するため、民間

専門家を活用して、適切な診断・助言を行う。

また、中小企業者や創業者の技術的な課題に対し、その技術力の向上を支援

するため、民間専門家を活用して適切な助言を行う。事業の実施にあたっては、

県支援センターが診断助言等を行うこととなった中小企業者等に関する課題

のうち、技術に関する課題について、積極的に石川県工業試験場など公設試験

研究機関等との連携を図り、また逆に、公設試験研究機関等の技術支援に関連

する機関が助言等を行うこととなった中小企業者等に関する課題のうち、技術

の事業化など経営に関する課題について、積極的に県支援センターとの協力を

図る。

③情報提供等事業

中小企業者等の創造的活動を効率的に支援するため、情報ネットワークの運

営や、各種経済誌、専門誌、ビデオ等の収集・提供・貸し出し・データベース
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化やホームページ・Ｅメールを活用した情報発信を行う。

④事業可能性評価委員会事業

事業可能性評価委員会を開催し、創業者、創造的事業活動を行う中小企業者

等からの求めに応じ、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し事業の可能性について評価を行う。

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、事後フォロー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。

（２）小規模事業者支援事業 1,290,142千円（1,333,912千円）

商工会・商工会議所・石川県商工会連合会が行う以下の各項目に掲げるもの

について支援する。

・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

・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

・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、

小規模事業者支援事業の効果を高める。

（３）中小企業連携組織対策事業 129,403千円（133,100千円）

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、石川県中

小企業団体中央会指導員の人材育成事業や各組合等の実施している取組事例

等を収集・加工し、各組合等に広く情報提供する事業に対して助成する。

（４）小規模企業者等設備資金貸付・設備貸与事業

3,000,000千円（3,000,000千円）

設備導入を行う小規模企業者等に対して、設備購入代金の半額を無利子で融

資、又は有利な条件で割賦販売やリースを行う。

（５）支援人材能力開発事業 511千円 （639千円）

中小企業支援機関の支援担当者の能力強化研修への参加に対して助成する。

また、本県が適当と認める機関が行う創業・経営革新を目指す中小企業の自

立化のための支援施設の提供等の事業に対して助成する。

(６) 経営安定特別相談事業 ―円 （5,401千円）

商工会議所・石川県商工会連合会が行う経営安定特別事業並びに緊急対策

事業及びしにせ倒産対策事業等であって、主として以下の各項目に掲げるも

のに対して助成する。

・手形不渡等倒産のおそれのある中小企業者に対する相談、倒産関係法



- 5 -

令に関する相談・指導・倒産情報の入手

・大型倒産の発生等に伴い倒産のおそれのある中小企業を対象とした緊

急対策会の開催

・経済環境変化のため、特に問題を抱える業種のしにせ企業を対象とし

た懇談会の開催

※ 本年度より事業費予算を再生・事業転換プログラム分（Ｐ10、4（１）参

照）と一本化したため独立した予算はない。

２ 中小商業振興支援

（１）商店街振興組合指導事業 6,834千円 （6,926千円）

石川県商店街振興組合連合会が商店街振興組合に対して行う幹部研修会や

情報誌の発行に対して助成する。

（２）ＴＭＯ活性化支援事業 600,000千円（600,000千円）

タウンマネージメント支援基金（１２億円）の運用益により、県内の６ＴＭ

Ｏが実施するソフト事業を支援する。

Ⅳ 独自の事業の概要

１ 中小企業の経営資源確保のための総合的支援

（１）産学・産業間連携プラットフォームの整備 6,850 千円(9,850 千円)

産学官のオープンな交流・連携を促進する場の整備

・産業革新戦略中間レビューの実施 3,592 千円

・発掘キャラバンによるニーズ・シーズ調査 530 千円

・産学連携コーディネート協議会の設置 650 千円

・テーマ別マッチング研究会の設置 1,000 千円

・支援企業のフォローアップ 1,078 千円

（２）製品化・事業化につながる研究開発の支援 104,472 千円(131,435 千円)

産学・産業間連携による事業可能性調査や研究開発を支援

・新技術・新製品の研究開発のための可能性調査に対する助成

（１件 1,000 千円程度） 7,000 千円

・新技術・新製品の研究開発に対する助成 16,222 千円

（補助率 1/2、限度額 10,000 千円）

･研究開発成果の実用化に向けた評価・改良に対する助成 81,250 千円

（補助率 2/3、限度額 20,000 千円／年で最長２か年度）

（３）生産技術の高度化支援 10,000 千円（―）

生産技術高度化に向けた研究開発への助成

（補助率 1/2、限度額 5,000 千円）

(４)脳機能計測診断支援システム開発研究費補助金 5,000千円(5,000千円)

知的クラスター創成事業(文部科学省からの補助事業 ５億円×５年間)に対す

る支援
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（５）大学連携インキュベータ入居企業研究支援事業費補助金

2,000 千円(2,000 千円)

インキュベータ入居企業で県内の大学と共同研究する中小企業への研究費の

助成。

（６）「石川新情報書府」第３期構想の推進 20,400 千円(33,000 千円)

地場産業と連携したコンテンツ産業の新たなビジネス展開等への支援

(７）ＩＴ産業共同商品開発支援事業費補助金 2,500 千円（―）

県内ＩＴ企業の新たな市場開拓への支援

(８）ＩＴ産業新市場開拓支援事業費補助金 1,700 千円（―）

ＩＴ産業と他産業界とのマッチングの場の創設

（９）国際ソフトウェアベンチャー企業交流事業費補助金 3,200 千円(4,000 千円)

石川県産業創出支援機構と韓国大邱市のデジタル産業振興院との交流に対する

助成

・韓国ソフトウェアベンチャー企業の県内招聘、大邱への県内ＩＴ企業ミッ

ションの派遣及び商談会の開催

(10）いしかわサイエンスパーク新産業創造拠点化事業 35,098 千円(41,648 千円)

いしかわサイエンスパークの新産業創造拠点化に向けた環境の整備、産学連携

の推進、総合窓口機能の推進に対する助成

・いしかわフロンティアラボ入居企業への賃借料助成 17,413 千円

（11）いしかわＳＯＨＯプラザ・クリエーションオフィス運営費補助金

7,500 千円(8,500 千円)

石川県産業創出支援機構が行うＳＯＨＯビジネスの拡大に向けた経営基盤強化、

情報交流の支援拠点の運営に対する助成

・設置場所：ＩＴ総合人材育成センター１階

（12）国際ビジネスサポートデスクの運営 14,200 千円(16,200 千円)

国際ビジネスサポートデスクを石川県商工労働部産業政策課内に設置

・海外事務所、ジェトロ金沢、産業創出支援機構と連携し、県内企業及び外

国企業に国際ビジネスに関する情報、相談のワンストップサービスを提供

1,700 千円

・海外の販路開拓及び投資環境情報に関するセミナーの開催 500 千円

・海外見本市への出展企業に対する助成 2,000 千円

・中国における販路開拓支援（展示商談会(江蘇省)、業種別専門展示会

（上海等）、中国ビジネス研究会の開催など） 10,000 千円

（13）海外事務所運営費 57,546 千円(53,497 千円)

国際ビジネスの支援拠点の運営（上海、ニューヨーク）、職員各１名常駐
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（14）東京ビジネスサポートセンター事業費補助金 921 千円(921 千円)

中小企業者の首都圏における活動拠点の運営

（15）大手小売企業との共同開発、育成事業 4,400 千円（―）

大手小売企業との共同開発による販路開拓

(16) 研究開発事業外部評価委員会開催費 757千円(785千円)

外部の有識者で構成する委員会による研究事業の評価

(17) 基幹技術分野研究開発事業 4,500千円(5,200千円)

工業試験場での研究開発テーマ

楕円振動による超音波利用加工技術の開発 1,600千円

・加圧プロセスによる高品質鋳造品の製造技術の開発 1,300千円

・高周波帯用電波吸収体の材料定数測定システムの開発 1,300千円

・環境配慮型軸受銅合金の開発 300千円

(18) 新産業技術分野研究開発事業 10,058千円(40,350千円)

工業試験場での研究開発テーマ

・Ｘ線による金属材料の高度評価装置の開発 1,800千円

・紫外線利用による合成高分子の高機能化技術の開発 1,300千円

・微生物を用いた油汚染土壌の修復技術の開発 1,400千円

・豆腐副産物の発酵による高機能食品の開発 1,858千円

・組紐技術を用いた長尺ＦＲＰ製品の開発 1,050千円

・動作検証機能を有する高機能信号入力ボードの開発 1,100千円

・微細加工に適した快削性セラミックスの結晶制御技 1,300千円

・高精度位置決め超音波振動装置の開発 250千円

(19) 技術融合分野研究開発事業 2,700千円(3,100千円)

工業試験場での研究開発テーマ

新規酒米に適した地域性酵母の育種開発 1,400千円

色弱者のためのカラーバリアフリー技術の開発 1,300千円

(20) 企業参画型研究開発事業 3,000千円(3,000千円)

公募企業との共同研究開発による実用化・製品化の促進

(21) 中小企業団体中央会補助金 139,653千円(147,600千円）

中小企業の組織化、組合指導事業に対する助成

２ 「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

（１）いしかわ産業化資源活用推進ファンド 2,000,000 千円(―)

地域経済活性化を図るためのファンドを創設。その運用益を活用し、新商品・

新サービスの開発や販路開拓、農商工連携産業の創出、医商工連携産業の創出を

支援する。



- 8 -

（２）ニッチトップ企業等次世代型企業群の創成支援 26,388 千円(22,900 千円)

高い技術力や独自の技術を有し、飛躍的成長が見込まれる企業を認定し、集中

的に支援

・県内外の一流専門家による目利き、アドバイス 1,000 千円

・ニッチトップ企業等育成事業費補助金 11,000 千円

・革新的ベンチャー企業創出育成支援事業費補助金 14,388 千円

（３）石川県ベンチャー育成投資事業有限責任組合出資資金貸付金

229,167 千円(229,167 千円)

有望なベンチャー企業に投資し、株式上場まで視野に入れ指導する投資事業有

限責任組合に石川県産業創出支援機構が出資する原資の貸付

(４)知的財産の戦略的活用 6,529千円(9,450千円)

知的財産の有効活用促進のための活動に対する助成

・中小企業の知的財産戦略策定のための専門家派遣など 529 千円

・知的財産活用に関する簡易診断・指導の実施 2,000 千円

・開放特許を活用した新規事業の可能性調査に対する支援 2,000 千円

・知的財産セミナーの開催等 1,000 千円

・企業の知的財産戦略策定のための特許マップ作成を支援 1,000 千円

（５）産業資材等新商品開発事業費補助金 8,000 千円(―)

産業資材等非衣料分野における新商品開発事業に対する助成

（６）受注開拓事業費補助金 2,533 千円（3,727 千円）

中小企業者の受注開拓活動に対する助成

（７）新分野参入・展開支援事業費補助金 3,000 千円（―）

県内機械工業が蓄積した技術・ノウハウを活かせる新たな産業分野（自動車・

航空機・医療機器・農林機器）への参入・展開を支援

（８）石川ブランド等販路開拓育成支援事業費補助金 3,180 千円(27,600 千円)

販路開拓事業に対する助成、販路開拓アドバイザーの設置、専門家による企業

の販路開拓指導、首都圏での新製品販路開拓支援など

（９）石川繊維産地展開催費補助金 9,000 千円(9,000 千円)

生地、アパレル、の展示商談会開催への助成

（10）石川の食品需要開拓推進事業費補助金 3,800 千円(3,300 千円)

大都市圏における消費者ニーズ調査など

(11) 伝統産業工芸館企画展示事業 7,781千円(7,936千円）

県内伝統工芸品の内外への戦略的な情報発信拠点として、企画展や伝統工芸の

実演会等を開催
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(12) いしかわ伝統工芸フェア開催費補助金 18,000 千円(20,000 千円）

伝統的工芸品の新市場開拓を積極的に推進するため、首都圏で開催する県内 36

業種による産地合同見本市開催に対する助成

(13)伝統産業商品提案力育成事業費補助金 5,000 千円(―)

モノづくり指導や見本市出展を通じた小規模事業者の商品提案力育成事業に

対する助成

(14) 伝統産業新商品研究開発事業費補助金 9,300 千円(11,000 千円）

個別企業・グループの新商品開発事業等に対する助成

(15) 伝統産業販路開拓事業費補助金 8,983千円(10,033千円）

国内外の見本市出展事業等に対する助成

(16) 伝統的工芸品利用促進事業 3,000千円(4,000千円）

伝統的工芸品に対する正しい認識が不足しているため、モニター調査を通じて

作り手側の意識改革と使い手側の意識啓発を図るもの

(17) 石川県観光物産ＰＲセンター運営費補助金 15,700千円(15,700千円）

首都圏での物産ショップ設置に対する助成

・交付先：（社）石川県物産協会

・設置場所：千代田区有楽町「加賀・能登・金沢江戸本店」

(18) 石川の観光と物産展費 3,750千円(3,750千円）

本県物産品の販路開拓と観光の宣伝紹介

・開催場所：仙台、東京、神戸等のデパート５会場

・委 託 先：（社）石川県物産協会

３ 中小企業の人材育成・活用支援

（１）高度ＩＴエンジニアの養成 23,000 千円(23,000 千円)

総合的情報人材養成機関としてＩＴ総合人材育成センターが行う研修事業に

対する助成

・情報化統括責任者の養成、新事業創出マネージャーの養成

（２）高度専門技術人材の確保 1,700 千円(1,850 千円)

県内企業のニーズに応じた高度な専門技術を有する人材を確保するため、民間

人材紹介企業等と連携し、マッチングシステムを構築

（３）石川経営天書塾の開催 1,200 千円(1,500 千円)

次代の県内企業を担う経営マネージメント人材の育成のため、県内外企業の成

功事例等を教材としたゼミナールを実施

（４）産業人材育成モデル事業費 1,200 千円(2,000 千円)

企業による人材育成の促進。人材育成優良企業に対する表彰人材育成のモデル
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的取り組みに対する事例集の作成

（５）産業人材確保定着支援事業費補助金 5,000 千円(5,000 千円)

企業からの人材確保や育成・定着に関する相談のための人材アドバイザー配置

に対する助成

（６）理系人材確保定着支援事業費補助金 1,100 千円(1,500 千円)

理工系大学と県内企業とのマッチング支援、首都圏等の県出身学生に対する

Ｕターン・インターンシップの実施に対する助成

（７）いしかわモノづくり大学講座開催費補助金 6,000 千円(6,000 千円)

技術研修の実施などに対する助成

・産業大学 生産技術、試験計測技術、加工実習、産学連携など

・いしかわ繊維大学 繊維基礎研修、事業戦略セミナー

（８）モノづくり人材育成支援事業費補助金 1,500 千円(1,500 千円)

モノづくり体験教室の開催などに対する助成

（９）ふるさと就職促進強化事業費 7,000 千円(―)

県内学生や県外へ進学した本県出身の学生を対象としたふるさと就職フェア（合

同企業説明会）を開催するとともに県内企業を紹介する企業情報誌を作成

（10）モノづくり企業見学会開催費補助金 1,000 千円(―)

中学生・保護者・中学教育を対象としたモノづくり企業の魅力を発見する見学会

の開催に対する助成

（11）理系大学等キャンパス内合同企業説明会開催費補助 1,000 千円(―)

県内モノ作り企業の中核人材確保のため、県内理工系大学等のキャンパス内での

合同企業説明会の開催に助成

(12）デザイン振興事業費補助金補助金 9,800 千円(9,800 千円)

石川デザインカレッジ、デザイン経営塾などの研修会をはじめとする各種事業

を通じた、デザイン人材の育成。

４ 中小企業の経営安定・強化支援

(１) 地場産業の経営安定・基盤強化総合支援事業 22,344 千円(21,530 千円）

再生支援プログラム

厳しい経営強いられている企業に対し、事業・財務両面から再生を支援

事業転換支援プログラム

建設業等を中心に、異なった産業分野への新たな進出・転換を支援

創業支援プログラム

新たに創業を志す者を支援

経営革新支援プログラム

新商品、新サービスの開発や新たな生産方式の導入など、新たな取組みによ
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る経営革新を支援

連携支援プログラム

組合のみならず、お互いの不足している経営資源を補完する、グループでの

新事業への取組みを支援

(２) 中小企業事業承継支援事業 2,000千円 （2,000千円）

関係機関の機能を踏まえた適切な役割分担のもとに、効果的な事業承継支

援を実施するための連携体制を構築し、中小企業者に対し専門家による相談

やセミナーを行う。

５ 商店街・中心市街地活性化事業

（１）魅力ある商店街づくりへの支援 9,000千円 (9,000千円)

商店街の賑わい創出のための取り組みに対する支援

・商店街活性化のためのマーケティング調査

・商店街の不足業種誘致や業態転換に係る個店改修など

（２）商業活性化推進事業資金貸付金 1,500,000千円(1,500,000千円)

商店街等が実施するイベント事業・計画策定・調査研究事業、空き店舗対策事

業・人づくり支援事業、店舗活性に対する家賃助成事業を支援（基金総額15億円

）


