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平成２０年度島根県中小企業支援計画の概要

１．平成２０年度中小企業支援計画の基本方針

◆島根県では中小企業の振興に当たって、次の３つ施策を実施することを、総合発展

計画で定めている。

①特色のある技術・材料を活かした取組の推進

②経営安定化の支援

③商業の振興

２．事業の実施体制

◆島根県中小企業支援センターと地域力連携拠点（国委託事業 委託先：松江、出雲、

浜田商工会議所、島根県商工会連合会、島根県中小企業団体中央会、財団法人しま

ね産業振興財団の６カ所）は、各商工会議所、商工会等の支援機関との連携を図り

ながら中小企業等に対して細やかな支援を実施していく。

【島根県中小企業支援センター】（県内１ヶ所）

・財団法人しまね産業振興財団を指定

（主な事業）経営支援、+起業化支援、研究開発支援、販路開拓支援、下請斡旋
等

３．事業の概要

◆島根県中小企業支援センター

①競争力強化総合支援、②経営基盤強化支援、③研究開発支援、④販路開拓支援、

⑤国際取引支援、⑥情報産業支援、⑦企業の情報化支援、⑧起業化支援

◆地域力連携拠点

○応援コーディネーターを配置し、中小企業が抱える下記のような課題を支援

・経営力の向上

・新事業展開（経営革新、地域資源活用、農商工連携等）

・創業、再チャレンジ

・事業承継

（松江商工会議所と島根県商工会連合会には事業承継支援センターを併設）

○支援実施方法として下記を実施し、他の支援機関等と連携して支援を行う。

①窓口等による相談対応、②専門家の派遣、③情報提供等

４．県独自の中小企業支援施策

◆島根県では、平成２３年度には平成１７年度比９百億円を超える県内総生産（付

加価値額）の増加を生み出し、一人あたりの県民所得５％増加増を目標として、

新産業創出プロジェクト、しまねのものづくり産業活性化プロジェクトに取り組

んでおり、平成２０年度も引き続き実施する。

◆地域中小企業活性化支援のため、経営改善アドバイザー派遣事業、商店街・中心

市街地に対する重点的支援事業、産業廃棄物減量税を財源とした資源循環型技術

開発事業等を実施する。
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第１ 計画の策定にあたって

１．県内の経済状況

本県の景況において、製造業は、鉄鋼業が堅調に推移するも、全体では６か月振り

に前年を下回った。

公共工事は３か月連続前年を上回ったが、累計では前年度を下回った。

新設住宅着工件数は２か月連続前年を下回った。

大型小売店の売上は２か月連続前年を上回った。

月間有効求人倍率は横ばいの状況。

以上から、県内経済は、業種や地域間に格差はあるが、持ち直しに向けた動きが足

踏みしている。

（「最近の本県経済の動向（概況）／ 平成２１年５月２３日／商工政策課」から引用）

２．平成２０年度の基本方針

国県を通じ厳しい財政状況で公的需要が縮小する中で、本県の地域経済を活性化し

ていくためには、県の産業構造を民需主体の構造へと転換していくことが何よりも大

切である。

今後の産業振興の重点分野として「ものづくり産業の振興」「地域資源を生かした

産業の振興」「ＩＴ産業の振興」を３本柱とし、その具体的な取り組みを平成２０年

度予算にも盛り込んだ。

今後こうした分野に重点的に取り組むことで、平成２３年度には平成１７年度と比

較して、９百億円を超える県内総生産（付加価値額）の増加を生み出し、一人あたり

の県民所得を５％増加させる目標を達成したいと考えている。

このような状況認識を踏まえ、経済・雇用の面で中小企業の成長を支えるために重

要な役割を果たす中小企業に対して下記の柱を中心とした施策を展開する。

①特色のある技術・材料を活かした取組の推進

②経営安定化の支援

③商業の振興

これらの柱を中心とした施策が効果的に実施されるように、島根県中小企業支援

センター、地域力連携拠点及び各支援機関が中小企業支援体制の連携強化を図り、事

業を進める。

３．中小企業支援体制の充実

平成１１年度に施行された「中小企業支援法」に基づき、平成１２年度から島根県

中小企業支援センター（財団法人しまね産業振興財団）を核とした支援体制へと中小

企業支援の基本的方向性を転換した。

平成２０年度からは、県内６カ所の地域力連携拠点において応援コーディネーター

を配置し、経営力の向上、新事業展開（経営革新、地域資源活用、農商工連携等）、

創業、再チャレンジ、事業承継等を重点的な支援項目として他の支援機関等と連携し

て支援を実施する。
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第２ 事業の実施体制

１．島根県中小企業支援センター

本県において、中小企業支援法第７条第１項の規定に基づき指定する法人は、財団

法人しまね産業振興振興財団であり、「島根県中小企業支援センター」として位置づ

けている。

また、島根県中小企業支援センターは、島根県が行う中小企業支援事業の実施体制

の中心として機能する 。

名 称 財団法人 しまね産業振興振興財団

代 表 者 理事長 溝口 善兵衛（島根県知事）

所 在 地 松江市北陵町１番地

設立年月日 昭和４８年４月１日

事 業 概 要 起業化支援、研究開発支援、設備貸与、販路開拓支援、特許情報

活用支援、国際取引支援、販路開拓支援、下請取引斡旋、産業情

報化支援、情報ネットワーク活用支援、情報収集提供、地域情報

化、人材育成事業等

（１）島根県中小企業支援センターを中心とした連携体制

島根県中小企業支援センターを中心とし、中小企業の経営資源の確保を支援す

る各機関と相互に情報交換・連携を図り、中小企業者に対してワンストップサー

ビスの提供が行える体制の整備を促進する。

①実施体制

島根県中小企業支援センターに指定した財団法人しまね産業振興財団におい

ては、県内中小企業の経営を中心とした相談を主として行う金融担当アドバイ

ザー、経営アドバイザー、県内製造業の生産管理や技術の相談に対応する生産

技術アドバイザー、技術コーディネーター、県内情報産業の競争力強化を支援

する情報産業アドバイザー、特許関係支援を行う特許流通アドバイザー、特許

情報支援アドバイザー等の専門知識を持つアドバイザーを配置することとして

いる。

このような専門家と中小企業診断士の資格を持つしまね産業振興財団職員等

が支援体制を構築し、中小企業からの相談に対してきめ細かな支援を行い、

企業活動の円滑化並びに活性化を目指す。

②県立試験研究機関等との連携・地域産学官連携

県内産業を担う企業を育成し、既存企業との競争力を強化していくためには、

島根大学・松江工業高等専門学校・県産業技術センター等の本県における中小

企業支援機関の保有する技術シーズと、県内企業の求める技術ニーズの調査・
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把握を行い、市場調査等から事業化の可能性の高い組み合わせを共同研究に結

びつけるよう、マッチング、コーディネートを行う。

県産業技術センターをはじめとする県立試験研究機関については、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、引き続き個別の技術支援を行

うとともに島根県中小企業支援センターと相互に密接な連携を図ることにより、

経営・マーケティング・資金等の経営資源を確保することにより、開発・事業

化に向けたマネージメントを行う。

さらに、島根大学・松江工業高等専門学校の保有する技術シーズを活用する

ことにより、中小企業が新技術や新製品の開発に取り組む場合にも、島根県中

小企業支援センターを通じた経営・マーケティング・資金等に係るアドバイス

や技術コーディネート機能の活用を図ることにより、その技術を効率的活用で

きるように支援し、実用化に結びつける。

また、県単独の新製品・新技術創出の支援補助金にも共同研究推進枠（事業

化可能性試験研究事業）を設け、島根大学・松江工業高等専門学校の持つ優れ

た研究シーズに対し、企業と連携して行う製品開発のうち、事業化の可能性の

高いものについては別枠で補助を行っている。

③地域における支援機関との連携

島根県中小企業支援センターは、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会

等の中小企業団体をはじめ、島根県信用保証協会、雇用・能力開発機構、財団

法人ふるさと島根定住財団等、支援機関相互の連携強化を図る中心的な役割を

担い、総合コーディネート機能も有する。

また、島根県中小企業支援センターが重点的に支援を行う技術・販路・国際

取引等の強みと、各支援機関がそれぞれ持つ強みを生かしながら、必要に応

じ 相乗効果を図るため、ネットワークを組んだ支援を行っていく。

特に、中小企業新事業活動促進法第９条における経営革新に取り組む中小企

業に対する事前相談やフォローアップを効果的に実施していくための連携を強

化する。

（２）中小企業との情報交流体制の整備

島根県中小企業支援センターは、本県における県の中小企業支援体制の中心と

して、中小企業者、民間支援事業者等との交流拠点として機能する。

そのため、中小企業者に対する支援施策などの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。

２．地域力連携支援拠点

平成 20 年度からは、県内 6 カ所の地域力連携拠点において応援コーディネーター

を配置し、経営力の向上、新事業展開（経営革新、地域資源活用、農商工連携ほか）、

創業、再チャレンジ、事業承継等を重点的な支援項目として他の支援機関等と連携し

て支援を実施する。
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第３ 事業の概要及び実施方法

１．企業の競争力強化のための総合的支援

（１）支援対象企業の選定及び経営力強化の支援

島根県中小企業支援センターでは、企業経営者 OB、中小企業診断士、金融機

関 OB 等の経営に関する経験・知識を有する人材及び公設研究機関 OB 等を専門

家として配置し、事業運営に関する総合的な助言・支援を行う。

中小企業支援事業は、中小企業者の依頼に応じて実施するものであるが、今後

県内産業振興への波及効果が、特に高いと認められる企業、意欲的に経営革新に

取り組む企業に対しては、中小企業支援センターが個々の企業の実情に応じた事

業拡大・経営改善等の計画策定を支援し、経営目標達成までの一貫したフォロー

アップを関係機関と連携して、集中的に支援する。

さらに、島根県中小企業支援センターは創業・起業化・経営革新支援のための

県の拠点として、新規事業の可能性の評価や弁護士による助言等各種の支援策も

実施する。

（２）事業広報、広聴活動

島根県中小企業支援センターが行う中小企業支援事業の実施にあたっては、

多くの中小企業者が事業を利用しやすく、併せて関連する事業等との一体性を

確保するため、各種関係機関の発刊する定期刊行物、報道機関等に対するパブ

リシティ、各種会議、可能な限り多くの広報機会を設ける。メールマガジン等

インターネットを活用し、中小企業者、民間専門家、中小企業支援関係機関に

その事業内容を周知する。

（３）事後評価

県中小企業支援センターの事業運営に際しては、専門家の意見を参考として支

援内容に関する事後評価のあり方を検討し、事業の効率性・効果等を把握し、事

業の見直しや支援内容の質的向上に努める。

２．事業の概要

（１）中小企業の経営資源の確保のための総合的支援

※以下事業費は県費予算額。（）内 H19年度予算

【島根県中小企業支援センター】 計 507,275千円（ 460,920 千円）

①競争力強化総合支援 120,259 千円（ 103,317 千円）

県内産業の振興へ波及効果の高い企業、創業者等を目利きにより選定し、企

業、創業者の競争力強化を目的に経営計画の策定から計画目標達成までの一貫
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した支援、ならびに財団内資源、関係機関連携、外部資源活用等の手法により

総合的な支援を行う。

②経営基盤強化支援 116,246千円（ 122,058 千円）

経営革新、経営基盤強化、起業化等の具体的な経営計画を持つ県内企業に対

し、目標達成のために必要な資金、情報等の経営資源の充実を促し、企業の目

標達成を支援する。

③研究開発支援 153,704千円（ 165,520千円）

産学官の交流・共同研究をコーディネートし、研究開発費を助成して、県

内産業の高度化、新産業の創出を支援する。

④販路開拓支援 46,572千円（ 52,115 千円）

県内発の優れた製品・技術の販路拡大のため首都圏等の県外市場をターゲ

ットに企業マッチング及び販売戦略等の助言を行うとともに、県外で開催さ

れる専門展示会への出店を支援する。

⑤国際取引支援 6,936 千円（ 8,298 千円）

県内中小企業の経営の国際化を図るために、海外・国内のネットワークを

活用し、県内企業に対して国際取引促進の支援を行う。

⑥情報産業支援 63,558 千円 （ 0 千円）

優れた市場開拓力と高い成長性、高収益体質を実現できるソフト系ＩＴ企

業群を形成していくため、企業の発展の鍵となる高い技術を有する人材につ

いて育成するとともに県内企業の事業拡大を支援する。

【地域力連携拠点】 （国委託事業）

【経営改善普及事業】 1,407,038 千円（ 1,582,930 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。
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（２）中小企業の人材育成・活用支援

労働力確保事業 0 千円（ 90 千円）

（３）商店街・中心市街地活性化事業

商店街振興組合指導事業 1,430千円（ 1,740千円）

島根県商店街振興組合連合会が行う商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

の設立・運営等に関する指導、また、商店街活性化のための各種研修及び調査事

業等に対し補助し、県内の商店街の振興を図る。

（４）その他

①中小企業連携組織対策事業 111,618 千円（ 112,049 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、都道府県中小

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り組み事例、

官公需に対する情報等の収集・加工し、各組合等に広く情報提供する事業を支援

する。

②小規模企業者等設備貸与事業円滑化事業 19,436千円（ 18,474千円）

小規模企業者等の創業、経営革新への取り組みを積極的に推進するため、平成

１５年度からの機械類信用保険の廃止後も小規模企業者等設備貸与制度の円滑な

運営を図るため、国の補助金を活用して県が貸与機関に貸倒対応のための準備金

補助を行う。

第４ 県独自の中小企業支援施策

島根県においては、産業活性化、雇用確保に向け、本県産業の中核となりうる企

業や地域の産業競争力の強化が課題となっている。このため、発展性の高い企業や

地域に対し、技術力強化や経営力強化について重点的・集中的な支援を実施する。

また、県が先導的に新技術・新素材の開発を行い、県内企業への技術移転・事業化

を推進し、他の地域との熾烈な競争に残れる力強い産業群の形成を支援する。

一方、経営状況の悪化等により経営の改善が課題となっている中小企業者に対して

は、様々な経営相談機会の確保に努めるものとする。

１．中小企業の経営資源確保のための総合的支援

経営改善アドバイザー派遣事業 55,000千円（ 67,000千円）

経営内容が悪化している中小企業や公共工事の減少により経営環境が厳しい建設業

に対して、財務管理、生産管理、マーケティング、新規事業参入など経営の改善に関

する専門的アドバイスを行う。

２．中小企業の人材育成・活用支援
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産業人材確保推進事業 9,923 千円（20,664 千円)

県内で不足している「専門的・技術的産業人材」を県外から発掘し、県内企業と

マッチングさせ、積極的に人材確保に努める。

３．商店街・中心市街地活性化事業

商業活性化重点的支援事業 15,000 千円（ 20,800 千円）

中山間地域や中心市街地など特に商業の活性化を図る必要がある地域において、

商業機能維持のための施設整備、空き店舗対策及び環境整備を重点的に支援する。

４．その他

（１）新産業創出プロジェクト 304,161 千円（364,125 千円）

本県の持続的な経済発展や雇用創出の基盤とするために、県が先導的に新技術

・新素材の開発を行い、それを県内企業に技術移転することで、競争力のある裾

野の広いものづくり産業群をつくる。

①機能性食品産業化プロジェクト

②ＩＣＴ技術開発プロジェクト

③プラズマ熱処理技術開発プロジェクト

④熱制御システム開発プロジェクト

⑤新エネルギー応用製品開発プロジェクト

（２）資源循環型技術開発支援事業 20,000千円（ 20,000千円）

産業廃棄物の排出抑制、再利用による廃棄物の減量化への取り組みを支援する。


