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平成２０年度 奈良県中小企業支援計画の概要

Ⅰ 基本方針
現在の我が国経済は、景気回復局面にある一方、原油高や株安など、景気

の不安要素も顕在化してきており、未だ新しい経済成長の確固たる姿を見い
出せずにいる。
このような環境の下、本県では平成２０年４月に策定した「奈良経済発展

戦略」に基づき、生産力・販売力の強化による成長力・競争力の向上をめざ
す。特に、中小企業の振興に関しては、県庁が率先垂範して、経済活性化に
資する取組を実施し、元気ある県内企業と一丸となって、国支援メニューの
採択をめざす。
県内中小企業に対しては、県を中心に、県中小企業支援センター等、中小

企業支援機関が緊密な連携を図り、効率的かつ効果的な支援の実施に努める。
起業・新事業展開の促進、商店街の活性化、地場産業の振興、産学官の連

携により、新産業の創出と地域の活性化を図ってゆく。

Ⅱ 事業の実施体制
県は、各支援機関との連携を密にして、本計画に定める中小企業支援体制の

整備に努めるものとする。
県中小企業支援センターは、中小企業支援機関の連携の中核として、総合的

に中小企業支援事業を実施する体制を整える。
県地場産業振興センターにおいては、主として地場産業のニーズに応えて、

各種支援策を実施できる体制を整える。
商工会、商工会議所及び中小企業団体中央会においては、今年度から新たに

「地域連携拠点」として、地域の小規模事業者が直面する課題についてワンス
トップ支援を行う体制を強化する。

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

県中小企業支援センターにおいては、総合相談窓口の開設や専門家派遣事
業を通じて、中小企業者等に対し、タイムリーな経営指導を提供する。
また、起業予定者や中小企業者に対し、経営活動に資する有益な情報の提

供に努める。
起業予定者や新たな事業展開を計画する中小企業者等に対し、起業後の資

金調達や販路開拓等の支援を行う。
中小企業の情報化基盤整備を進めるため、経営者及び従業員を対象とした

研修を行うとともに、県内企業のデータベースの情報収集・管理等を行う。
下請取引の適正化のために、専門調査員を配置し、受発注情報を収集・提

供する。
知的財産の戦略的な活用を進めようとする中小企業者に対し、知的財産専

門家を派遣し、ビジネスプランや戦略づくりを支援する。

商工会・商工会議所が行う経営改善普及事業は、広く経営に関する指導、
あっせんや地域の活性化又は商工業の振興に関する事業の実施とともに情報
の収集、提供等を行う。また、今年度から新たに「地域力連携拠点」として
中小企業が直面する課題に対してワンストップできめ細かな支援を行う。
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（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
経営革新に取り組む県内中小企業者等へのアドバイスを行うとともに、工

業技術センターによる様々な技術支援を行う。
また、知的所有権の有効活用を図るため、特許情報の積極的活用を促進す

る。

（３）中小企業の人材育成・活用支援
中小企業支援担当者のスキルアップを図るための事業を実施するとともに

中小企業者等が行う雇用管理の改善計画の認定を行う。
組合等の活性化に資する人材育成事業や、各組合等に広く情報提供する事

業に対して助成する。

（４）にぎわいのあるまちづくり
先進的取組を行うモデル地区への集中的支援や、地域産品の販路拡大を図

る。また、中心市街地商業活性化のためのソフト事業への支援も行う。

（５）新しい産業の振興
「奈良経済発展戦略」に基づいて、中小企業の新たな取り組みに対する支

援を行う。また、産業フォーラムの開催や優良企業の表彰により、企業の意
識醸成を図る。
産業の活性化や雇用の拡大のため、インキュベーション機能を強化し、起

業家への支援を行う。
県庁内関係部局と関係団体の連携強化を図り、「農商工連携」、「新連携」、

「地域資源活用プログラム」を活用した県内企業の取組を支援する。

（６）産学官の連携と研究開発の推進による競争力の強化
企業が抱える技術ニーズと、大学・高専・公設試験研究機関の技術シーズ

とのマッチングを図り、産学官連携を促進し、事業化に至る取組の支援を行
う。
県内の大学、公的試験研究機関、企業等が結集して、基盤技術（コア技術）

を有する卓越した研究開発拠点を創成する。
技術継承による専門的分野の技術力向上を図るとともに、工業技術センタ

ー研究員を研究教育機関に派遣し、重点研究課題の遂行を加速する。

（７）地域産業の振興
地場産業を主とした地域産業の振興による産業活性化をめざし、県地場産

業振興センターにおいて、各種事業を展開する。
総合相談窓口の開設による経営支援の充実や、地域資源を活用した産地活

性化を支援する。
また、優れた奈良の伝統的な技術やデザインを「奈良ブランド」として選

定し、全国に情報発信する。

（８）その他
県内中小企業の創業及び経営基盤の強化に資する設備の導入を支援するた

め、設備の貸与や資金貸与を行う。



- 3 -

平成２０年度 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

１ 現在の我が国の経済は、景気回復局面にある。しかしながら、大企業を中
心としたまだら模様の景気回復であり、さらには、原油高や株安など、景気
の先行きに対する不安要素も顕在化し、未だ新しい経済成長の確固たる姿を
見い出せずにいるという状況にある。
一方、地方財政においては、近年の地方交付税の大幅な削減により財源調

整機能が減退し、都市と地方の税収偏在に伴う格差拡大が顕著に表れている。

２ こうした状況にあって、政府においては地域の活性化を始めとする重要な
政策課題に対して、重点的に予算を配分するように配慮される一方、公共事
業費削減の継続など、引き続き歳出改革が確実に実施されている。
このような厳しい財政環境下ではあるが、県民の皆様の要望に応え、「新

しい都、栄える都づくり」に挑むため、「奈良経済発展戦略」に基づき、生
産力・販売力の強化による成長力・競争力の向上をめざす。
特に、中小企業の振興に関しては、企業が直面する様々な経営課題に対す

る支援体制を整備する。

３ その実施にあたっては、平成２０年度から、県を中心に、県中小企業支援
センター等の支援機関を効果的に機能させ、連携体の構築をより強固なもの
として（「県庁力活用リエゾン事業」）、元気ある県内企業と一丸となり、「新
連携」、「地域資源活用プログラム」に加え、「農商工連携」の国認定をめざ
し、事業化を支援する。

４ 起業・新事業展開の促進については、ものづくり産業の活性化を図るため
研究開発から製造、流通、マーケティング、販路拡大に至る各段階でフォー
ラム活動を展開し、コーディネータの主導の元、クラスター形成を支援する
とともに、公設試験研究機関での研究成果を活用し、企業による高付加価値
商品の創出を支援する。
商店街の活性化については、モデル地区が行う商店街活性化への先進的な

取組に対しての集中的な支援を行う。成功体験を広めることにより、他地域
の気運醸成を図り、活気ある商店街づくりを促進してゆく。
また、平城遷都1300年記念事業に向けて、「奈良ブランド」の選定と開発

の支援をしてゆく。
本県地場産業の振興についても、新商品の開発や展示即売会の開催を通じ

た流通ルートの確保・強化に取り組む。
産学官の連携により、大学等の研究成果を県内企業に移転することにより、

新産業の創出と地域の活性化を図ってゆく。
また、経営・マーケティング等に関する相談等に対応できる人材を配置し、

新事業展開をめざす事業者の支援に努める。
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Ⅱ 事業の実施体制

（１）県の実施体制
県は、工業技術センターをはじめ農業・森林・畜産・薬事・保健環境の各

公設試験研究機関や商工労働部各課が県中小企業支援センター等との連携を
密にして、本計画に定める中小企業支援体制の整備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
県中小企業支援センターは、中小企業支援法第７条第１項に基づく指定法

人として、総合的に中小企業支援事業を実施してゆくとともに、中小企業支
援機関の連携の中核として機能するよう努めるものとする。とくに利用者の
利便性に配慮して、県地場産業振興センターとの機能連携を進める。
経営・マーケティングに精通した産業コーディネーターを配置し、経営・

企画全般にわたる支援体制を強化する。
また、「奈良県地域結集型共同研究プログラム」の中核機関として、その

実施に努める。

（３）県地場産業振興センターの実施体制
県地場産業振興センターにおいては、情報収集・提供、地場産品等の開発

支援、販路開拓、人材育成等の支援策を産地のニーズに応じて、きめ細かく
実施するものとする。
また、主として中・南和地域の利用者のため、引き続き金融面での相談を

受ける窓口及び、県中小企業支援センターとの連携による経営相談窓口を開
設する。

（４）中小企業関係団体の実施体制
①商工会・商工会議所

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。また、今年度から新たに「地域連携拠点」とし
て採択された機関を中心に、経営力の向上や事業承継等、中小企業が直面
する課題に対してワンストップ支援を行う。

②中小企業団体中央会
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、今年度から新たに「地域連携拠点」として中小企業の経営力の向上
や新事業展開等、様々な課題解決に向けた支援を行う。
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Ⅲ 事業の概要 （ ）は、20年度県予算額
（１）中小企業の経営資源確保のための総合的支援
①中小企業支援センター事業等 （58,958千円）
a.総合相談窓口事業

起業予定者や日常の事業活動上の問題を抱える中小企業者等に対し、
タイムリーな経営指導を提供できるように、経験豊富でノウハウ等を持
つ人材で構成する総合相談ブレーン（アドバイザー、登録専門家）を活
用した総合相談窓口を開設する。
平成１８年度に開設した県地場産業振興センターの窓口も引き続き運

営し、中・南和地域の利用者の利便性に資する。
また、中小企業者の日常の経営活動上で生じた法律問題について、弁

護士等を活用した問題解決を図るための体制を整える。

b.専門家派遣事業
県内の中小企業者や創業者の抱える種々の課題に対して、県中小企業

支援センターに登録された経験豊かな専門家（中小企業診断士、技術士、
税理士、社会保険労務士等）を各事業所へ派遣し、経営改善の具体策を
提案する。専門家の登録内容については、随時更新に努め、利用者のニ
ーズに応える。
特に、技術に関する課題については、積極的に公設試験研究機関等と

の連携を図り、有効な解決策の提案に努める。

c.情報提供等事業
起業予定者や中小企業者に対し、経営活動に資する有益な情報をホー

ムページ、情報誌及びファクシミリなどの各種媒体を通じて、積極的か
つ迅速に情報提供を行う。

d.事業可能性評価委員会事業
起業予定者や新たな事業展開を計画する中小企業者等に対し、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
発展性等に関して、経験豊富な企業経営者や学識経験者から構成する委
員会により、事業の可能性評価を行う。

e.経営者等に対する支援事業
県内企業の経営者を対象に、企業経営に関する実践的な知識の習得が

できるよう、セミナーや講演会を実施するとともに、安定的な経営に資
するため、資金調達や販路開拓等の支援を行う。

f.支援機関等の連携促進
ｱ.支援機関相互の連絡調整

県中小企業支援センターと県内の各支援機関との連携を図り、中小
企業者等への支援体制の強化、相互補完を行うことで各種支援施策の
効果的な実施を図る。

ｲ.経営革新への支援
中小企業の経営革新の円滑かつ効率的な実施をきめ細やかに支援す

るため、経営革新計画作成支援や計画承認企業への支援策の紹介など
の経営革新取り組み事例の紹介・意見交換等を行うとともに、企業巡
回等による経営革新企業の掘り起こし及び承認企業に対するフォロー
アップを行う。
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ｇ.ＳＯＨＯ事業者支援事業
新たな就労形態として定着しつつあるＳＯＨＯ事業者の情報発信を支

援し、ビジネスチャンスの拡大を図るため、ホームページ上にＳＯＨＯ
事業者の情報提供の場を設ける。

h.中小企業のＩＴ化促進
ｱ．情報化基盤整備促進事業

ＩＴを活用した経営革新をめざす中小企業の経営者及び従業員を対
象として、ホームページ作成、電子商取引活用及びアプリケーション
ソフト活用についての研修会を実施するとともに、県内企業のデータ
ベースの情報収集・管理等を行う。

ｲ.産学官連携データベース構築事業
企業の技術ニーズ等及び研究者の研究テーマ等のデータベースの充

実に努めるとともに、メールマガジンや企業巡回により産学官連携の
積極的な情報発信・ニーズ把握を行う。

ｉ.下請中小企業の受注確保
取引情報提供事業
専門調査員を配置し、企業における受発注情報を収集・提供する。

ｊ.支援担当者能力開発事業
中小企業者に対し、経営面・技術面に関して適切に助言できる中小企

業支援担当者の養成及び資質の向上を図るため、中小企業基盤整備機構
等が行う研修に派遣する。

k.地域中小企業知的財産戦略支援事業
知的財産の戦略的な活用を進めようとする中小企業者に対し、知的財

産専門家を派遣し、知的財産を活用するためのビジネスプランや知的財
産戦略づくりを支援する。

②経営改善普及事業 （1,246,677千円）
経営改善普及事業は、商工会・商工会議所等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。
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（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中小企業経営革新支援事業 （569千円）

経営革新に取り組む県内中小企業者等の発掘から経営革新計画の策定に
至るまでの助言アドバイスを行う。

②工業技術センターによる技術支援及び技術交流 （6,599千円）
a.中小企業技術支援事業
ｱ.研究者養成研修事業

中小企業の技術者を対象に、ＯＲＴ方式（現場で行う研究活動を通
じて当該技術を修得させる方法）で、特徴ある新製品の開発等に対応
できる人材の養成を支援する。

ｲ.研究型エンジニア養成事業
中小企業の技術者を対象としたＣＡＤ／ＣＡＭ研修を行う。

ｳ.皮革産業支援事業
奈良県毛皮革工場団地（宇陀市菟田野区）への技術相談・指導を実

施し、技術課題の解決、技術力の向上を図り、業界の活性化を図る。

b.依頼試験研究指導事業
企業から依頼された分析試験、研究及び指導を行う。

c.技術指導事業
巡回技術指導を行うとともに、研究開発が他企業への転換や下請企業

からの脱皮等体質改善への取り組みを支援する。

ｄ.受託・共同研究推進事業
県内企業と受託・共同研究契約を締結し、工業技術センターで蓄積し

ている技術シーズを活用した実用化・事業化研究を行う。

③知的所有権の有効活用支援 （11,623千円）
社団法人発明協会奈良県支部を奈良県知的所有権センターとして、次の

業務を実施し、知的所有権に関する施策の総合的な展開を図る。
a.特許情報活用支援アドバイザー事業

特許情報の検索支援を行うアドバイザーを配置し、特許情報活用等の
相談指導や技術分野の研究開発動向の調査・分析を行う。

b.特許流通アドバイザー事業
特許情報と企業ニーズのマッチングを行うアドバイザー及び特許流通

アシスタントアドバイザーを配置し、特許の積極的活用を促し、技術開
発の活性化を図る。

c.知的所有権アドバイザー事業
弁理士資格を有し、内外の知的所有権に精通しているアドバイザーを

配置し、知的所有権に関する相談等に対応する。
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（３）中小企業の人材育成・活用支援
①労働力確保事業

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇
用管理の改善の促進に関する法律に基づき、中小企業者等が行う職場環境
の改善、福利厚生の充実、新分野進出のための人材確保・育成等の雇用管
理の改善を円滑に行うための改善計画の認定を行う。

②経営技術支援担当者能力開発事業 （264千円）
創業を行おうとする者や中小企業に対し、経営面・技術面に関して適切

に助言できる中小企業支援担当者の養成及び支援担当者のスキルアップを
図るため、県の中小企業支援担当者を中小企業基盤整備機構が行う研修に
派遣する。

③中小企業連携組織対策事業 （97,729千円）
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、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り組み事
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
事業に対して助成する。

（４）にぎわいのあるまちづくり
①商店街パワーアップ事業 (3,363千円)

選択と集中の考え方で、熱意のある商店街をモデル地区に指定し、モデ
ル地区が行う商店街活性化への先進的な取組に対しての集中的な支援を行
う。成功体験を広めることにより、他地域の気運醸成を図る。

②商店街等活性化事業 (4,754千円）
a.商店街基盤施設等整備事業

商店街等が行う、アーケード、カラー舗装、防犯カメラ等の環境整備
事業に対して補助することにより、商店街の活性化を図る。

b.地域産品展示促進事業
市町村等が、原則として県外で実施する地域産品展示会等に要する経

費に対して補助することにより、地域産品の販路拡大を図る。

③中心市街地商業活性化推進事業 （2,300千円）
中心市街地の商業活性化を推進するため、中心市街地活性化協議会等が

実施するソフト面での活性化事業に対して助成を行う。

④商店街振興組合連合会補助事業 （1,980千円）
奈良県商店街振興組合連合会が傘下の商店街に対して行う指導事業や商

店街活性化のための研修、調査事業に対して助成を行う。

（５）新しい産業の振興
①奈良経済発展戦略推進事業 (22,700千円)

「奈良経済発展戦略」目標を達成するため、新商品開発等、中小企業の
新たな取り組みに対して支援を行う。また、研究会・フォーラムの開催や
優良企業の表彰により企業の意識醸成を図る。
a.地域産業フォーラム事業

研究開発から製造、流通、マーケティング、販路開拓に至る分野での
フォーラムを開催し、関連企業のクラスター形成を促進する。
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b.奈良県ビジネス大賞表彰事業
新製品、新技術開発及び新サービスで優秀な実績をおさめた県内中小

企業を表彰することにより、企業の新たな事業への取組の気風を醸成す
る。

c.成長分野産業等育成チャレンジ補助事業
奈良経済発展戦略の重点分野や地場産業において、県内中小企業者の

積極的な新規の取組を推進するため、研究開発、新商品開発及び販路開
拓の事業に対して支援を行う。

②奈良経済発展戦略高度化事業 (12,187千円)
奈良経済発展戦略に掲げる目標を実現するため、戦略を総括的に推進す

る事業を実施する。事業は県内外の優良企業や関係団体等への補助により
実施する。

③奈良県観光活性化事業 （1,200千円）
観光関連産業活性化の先進事例を作り、他地域への波及効果を目指して、

モデル地域における取り組みを支援する。

④やまと創業インキュベータ運営事業 （10,666千円）
産業の活性化や雇用の拡大を図るため、インキュベーション機能を強化

し、創業期の起業家への支援を図る。
a.やまと創業インキュベータ運営事業（奈良・大和高田）
県内におけるベンチャー企業の創業を促進するため、インターネット

専用回線を備えた事業スペースを低料金で提供する。

b.インキュベータ入居者ネットワーク形成支援事業
入居企業の成長を支援するため、入居企業、専門家、卒業企業の情報

交換等の交流を促進する。

⑤農商工連携促進事業 （5,500千円）
企業等の農商工連携を活用した取り組みを効率的に進めるため、県庁内

関係部局と関係団体の連携を強化する体制を構築し、県内企業の取組みを
支援する。
a.農商工連携推進事業
「農商工連携促進協議会」の設置や、県中小企業支援センターに「農

商工連携アシスタント」を配置することにより、企業の情報収集や案件
発掘に取り組む。

b.農商工連携実施支援事業
国スキームに該当しない優良な案件に取り組む企業に対し、その経費

の一部を支援する。

（６）産学官の連携と研究開発の推進による競争力の強化
①県庁力活用リエゾン事業 （19,420千円）

企業が抱える技術ニーズを発掘し、大学・高専・公設試験研究機関の技
術シーズとのマッチングを図り、研究者や専門家による個別の技術指導、
産学官連携による研究会や共同研究を促進するとともに、事業化に至る取
り組みの支援を行う。
a.産学官コーディネート活動推進事業

企業と公設試験研究機関や大学などとの産学官連携や科学技術基本計
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画に基づいて措置される競争型研究資金を活用するため、産学官連携コ
ーディネーターを配置し、公設試験研究機関と緊密に連携した技術支援
体制を運用する。

b.技術移転活動推進事業
企業訪問によるニーズ掘り起こし活動を拡大するため、技術移転コー

ディネーターを配置する。

c.産業コーディネーター設置事業
マーケティングに精通したコーディネーターを配置し、経営・企画全

般にわたる支援体制の充実を図る。

②地域研究開発拠点創成事業 （2,975千円）
県内の大学、公的試験研究機関、企業等が結集して共同研究を行うこと

により、特産植物素材と先端的な技術シーズを新製品・新事業創出等の企
業化につなげるとともに、基盤技術（コア技術）を有する卓越した研究開
発拠点を創成する。
本年度も引き続き、平成１７年１０月に独立行政法人科学技術振興機構

に採択された事業「古都奈良の新世紀植物機能活用技術の開発」に取り組
み、健康関連産業の新事業展開の具体化を図る。

③ものづくりオープンラボ事業 （1,194千円）
研究開発のアイディアを持ちながら、設備の不足等による開発遅延等の

問題を抱える中小企業に対し、技術者を一定期間受け入れ、県工業技術セ
ンターをはじめ、公設試験研究機関が有する試験研究設備を有効に活用し
ながら研究開発を行うことにより、ものづくりを支援し、企業が有する技
術課題の解決と新分野展開に向けた技術基盤の強化を図る。

④技術継承支援事業 (3,585千円)
幅広く専門的知識や経験、企業とのコネクションを持った人材を嘱託職

員として工業技術センターに配置し、退職者とともに損失する可能性が高
い専門的技術に関する技術支援業務、研究開発業務の補填及び工業技術セ
ンター職員への技術継承により専門的分野の技術力向上を図る。

⑤研究員技術力向上事業 (1,371千円)
県内技術ニーズの多様化への適確な対応、世代交代による技術力低下に

対応するため、工業技術センター研究員を大学など研究教育機関に一定期
間共同研究員として派遣し、大学との共同研究による重点研究課題の遂行
を加速するとともに、研究員の技術力向上を図る。

（７）地域産業の振興
地場産業の特色を活かした地域振興を主眼に、地域産業活性化の拠点であ

る県地場産業振興センターにおいて、各種事業を展開する。
①地場産業情報対策事業
a.相談窓口の設置

金融に関する相談窓口を設置し、金融機関の専門家により、企業の金
融相談に対応する。
また、県中小企業支援センターと連携して、主に中・南和地域の事業

者に対する総合相談を実施する。

b.奈良の地場産情報発信事業
県内外に広く地場産業及び地場産品を県地場産業振興センターのＨＰ
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にて紹介する。

②地場産品等販路開拓支援事業 （3,314千円）
a.優良地場産品の選定及び見本市出展

地場産品の中からデザインの優れたものを選定することにより、企業
に対してデザイン水準の向上を促す。
また、優れた地場産品を流通業者が一同に会する東京の見本市への出

展や、大阪でのバイヤーへの売り込み等、本県の地場産品のＰＲを行う
とともに、販路開拓の場を提供する。

b.首都圏バイヤービジネスマッチングの開催
専門家の指導を受けて、開発商品のブラッシュアップを図り、通販バ

イヤーへのプレゼンテーションの場を設定し、首都圏への進出や販路開
拓を支援する。

c.奈良発商品の開発
天然繊維等の柿タンニン染めを活用した奈良発商品の開発を支援す

る。

③奈良県産品情報発信事業 (1,500千円)
奈良の魅力を的確に提示し、全国に発信するために大都市圏での物産展

の開催を行う民間中心とした組織体制を整え、出展商品、開催場所を選定
し、試行的な物産展を開催する。

④奈良ブランド開発支援事業 (3,200千円)
奈良の伝統的な技術やデザインを現代生活に相応しい形で再提言してい

る製品・サービス等を広く県内外から募集した中から「奈良ブランド」と
して選定し、高度化の支援を行うとともに情報の発信を行う。

（８）その他
中小企業の設備導入支援
①設備貸与事業 （410,000千円）

県内中小企業の創業及び経営基盤の強化に資する設備の導入を支援す
るため、小規模企業者等設備導入資金助成法（昭和３１年法律第１１５
号。以下「助成法」という。）第２条第６項に規定する事業を行う。

②設備資金貸付事業 （700,000千円）
県内中小企業の創業及び経営基盤の強化に資する設備の導入を支援す

るため、助成法第２条第５項に規定する事業を行う。


