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平成２０年度香川県中小企業支援事業【要約】

本県経済は、人口減少・少子高齢化やグローバル化の進展といった大きな構造変

化の影響を受けるとともに、①景気回復感の地域間格差、②事業所数等の減少、③

研究開発成果の産業化、④魅力ある商店街の形成、⑤次世代育成と技能伝承、⑥新

たな需要の創造、⑦交流人口の拡大などの課題を抱えている。

こうしたなか、創業、ベンチャーや人材の育成、新商品・サービスの開発・提供、

新たな生産・販売方式の導入など、各種の経営革新に積極的に取り組もうとする意

欲ある事業者が数多く存在しており、このような取組みを積極的に支援する総合的

な支援施策の一層の充実が求められている。

本県においては、活力に満ちた地域産業を育成するため、（財）かがわ産業支援財

団などの支援機関において各種事業の推進を図り、産業の高度化、新規産業の創出

に努める一方、立地促進助成金、融資制度の活用等により、高付加価値型産業・関

連サービス産業の誘致に努めている。

今後は、このような一連の取組みを通じて地域に蓄積された経営資源を活用し

た研究開発から事業化までの一貫した総合的な支援体制の整備充実が一層求めら

れているところであり、環境変化に柔軟に対応できる活力に富んだ企業群を育成

し、地域産業の高度化と活性化を実現する。

また、地域プラットフォーム事業の実施により構築された、公設試験研究機関、

大学等との連携体制を積極的に活用し、地域中小企業のニーズに対応した技術支

援が行える体制づくりを一層進めるとともに、産学官共同研究開発の中核施設で

あるＦＲＯＭ香川の産学官連携研究開発活動を通じて、新製品の開発や事業化を

促進する。

平成２０年度には、本県独自の取組みとして、次のような事業を実施する。

○ かがわ中小企業応援ファンド事業

（財）かがわ産業支援財団を実施主体として、中小企業者や地場産業関
係組合等に研究開発から販路開拓、人材育成までの総合的な支援を行う「か
がわ中小企業応援ファンド」を造成し、産業支援機関が有するネットワー
クを活用し、企業の商品開発からマーケティングに至るまでの一貫した総
合的な支援を行う。 

○ 地域企業国際化支援事業
地域企業の海外販路開拓を支援することにより、ビジネスチャンスの拡

大を促進し、地域企業の持続的発展と地域産業の活性化を図るため、中国
において商談会等を開催し、中国企業へ県産品を売り込むなど、県内企業
の海外展開を支援する。

○ 商店街等活性化促進事業
まちの賑わいづくりや街並み整備などの事業に取り組み、魅力ある商店

街づくりを推進しようとしている商店街団体等の活動に、地元市町ととも
に助成する。
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１ 平成２０年度中小企業支援事業の基本方針

本県経済は、人口減少・少子高齢化やグローバル化の進展といった大きな構造変

化の影響を受けるとともに、①景気回復感の地域間格差、②事業所数等の減少、③

研究開発成果の産業化、④魅力ある商店街の形成、⑤次世代育成と技能伝承、⑥新

たな需要の創造、⑦交流人口の拡大などの課題を抱えている。

こうしたなか、創業、ベンチャーや人材の育成、新商品・サービスの開発・提供、

新たな生産・販売方式の導入など、各種の経営革新に積極的に取り組もうとする意

欲ある事業者が数多く存在しており、このような取組みを積極的に支援する総合的

な支援施策の一層の充実が求められている。

勤勉な県民性、高い技術力、穏やかな自然、豊富な地域資源を有する本県経済の

強みを生かした支援施策により、平成２０年度は、財団法人かがわ産業支援財団に

設置する県中小企業支援センターを始めとして、国、中小企業関係団体等と緊密に

連携・協力して、効率的かつ効果的な支援を行う。

また、本県独自の事業にも積極的に取り組み、きめ細かな支援を積極的に行
う。

２ 事業の実施体制

（１）県の実施体制

香川県においては、活力に満ちた地域産業を育成するため、（財）かがわ産業

支援財団などの支援機関において各種事業の推進を図り、産業の高度化、新規

産業の創出に努める一方、立地促進助成金、融資制度の活用等により、高付加

価値型産業・関連サービス産業の誘致に努めている。

さらに、創業や新分野進出、新技術・新製品の開発などの積極的な事業展開

への取組みに対し、経営面や情報、技術、人材面から各種施策を講じることに

より支援してきた。

今後は、このような一連の取組みを通じて地域に蓄積された経営資源を活用

した研究開発から事業化までの一貫した総合的な支援体制（地域プラットフォ

ーム）の整備充実が一層求められているところであり、創業、ベンチャー、経

営革新を支援することにより、環境変化に柔軟に対応できる活力に富んだ企業

群を育成し、地域産業の高度化と活性化を実現する。

以上のような課題に対して適切に対応するため、平成１１年度から取り
組んでいる地域プラットフォーム事業により構築されたノウハウや組織、
情報システムを積極的に生かしながら、中小企業支援機関との連携を一層
強化し、本県の特性に応じた事業の効果的な実施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として、平成１２年５月１１日、中小企業支援法第

７条第１項の規定に基づき、財団法人香川県産業技術振興財団（平成１３年４

月１日に財団法人かがわ産業支援財団に名称変更）を指定し、同財団を本県に

おける産業支援機関の中核として位置づけている。

平成１３年４月には、総合的な支援体制の構築によるワンストップサービス

機能の拡充を図り、企業に対してより効果的な支援を行うため、財団法人香川

県企業振興公社、財団法人香川県科学技術振興財団及び財団法人香川県産業技

術振興財団の３つの産業支援機関を統合し、県中小企業支援センターの機能の
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充実を図った。

これにより、県中小業支援センターと中核的支援機関が同一の機関となり、

中小企業の経営革新や事業化など多様なニーズに的確に対応し、中小企業者等

に分かりやすい支援体制の構築を図った。

また、（株）香川県産業頭脳化センター（平成１６年度解散）との機能分担

など両組織のあり方を見直し、地域産業への支援を効果的かつ効率的に行うた

め、平成１６年４月からは、その事業の一部も引き継いで行っている。

さらに、今年度から経済産業省が行う「地域力連携拠点事業」の実施機関に

採択されたことにより、中小企業が直面する課題に対して地域の経営資源の活

用を図りながらワンストップできめ細かな支援を引き続き実施する。

このほか、地域プラットフォーム事業の実施により構築された、公設試験研

究機関、大学等との連携体制を積極的に活用し、地域中小企業のニーズに対応

した技術支援が行える体制づくりを一層進めるとともに、産学官共同研究開発

の中核施設であるＦＲＯＭ香川の産学官連携研究開発活動を通じて、新製品の

開発や事業化を促進する。

① プロジェクトマネージャー等配置

財団法人かがわ産業支援財団が行う経営資源の確保等に関する種々の支

援施策を、中小企業者のニーズに応じて効果的かつ効率的に実施するため、

同財団新事業サポートセンターの各事業を円滑に遂行するよう管理を行う

プロジェクトマネージャー１名を設置する。

プロジェクトマネージャーは、幅広い人的ネットワークを有し、経営企画、

マーケティング、技術等の専門能力を有する者の中から選定する。

② 事業可能性評価委員会

事業プランの市場性、特許化など技術ノウハウや独自性、提携先とのマッ

チングや事業化への手順など、事業の可能性について事業可能性評価委員会

を設置し、事業化へ向けた的確な支援を行うとともに、事業可能性が高いと

判断される場合には、診断助言や必要に応じ他分野の継続的な支援を行うこ

とができるものとする。

事業可能性評価委員会のメンバーは、相談を受ける専門コーディネーター

を積極的に活用する。

③ 中小企業との情報交流体制の整備

インターネットを活用して相談できる体制や産業支援機関の支援情報を

迅速に提供できるシステム等情報交流体制を整備しており、今後とも、イン

ターネット上でのマッチングや支援施策など幅広い情報の提供、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。

また、支援課題に応じて、高度かつ専門的な案件については、中小企業・

ベンチャー総合支援センター等への案件のスムーズな引継ぎに努める。

各コーディネーターは、それぞれ行政や公的機関での委員等との経歴も有

しており、関係支援機関との連携や連絡調整もスムーズに行える体制となっ

ている。

（３）中小企業関係団体の実施体制

① 商工会・商工会議所（経営改善普及事業）
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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。

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。 

② 香川県中小企業団体中央会
香川県中小企業団体中央会においては、香川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。

③ 香川県商店街振興組合連合会
香川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
営支援をするものとする。

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、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。

３ 事業の概要

（１）中小企業の経営の革新及び創業の促進

① 経営革新支援事業
新商品や新サービスの開発・提供などの新しい取り組みにチャレンジす

る中小企業者を支援するため、中小企業新事業活動促進法に基づき、県か
ら経営革新計画の承認を行う。 

（２）中小企業の経営基盤の強化

① 県中小企業支援センター事業 41,392千円（52,990千円）

ａ．支援体制整備事業
ア 定期的に発行する情報誌等により、各種支援施策や産業情報等の情報提供

を行うとともに、インターネット・商用データベース等を利用し、各種支援
施策や産業情報等の収集を行いホームページやメールマガジン等で提供す
る。 

イ 中核的支援機関を中心として、地域プラットフォームを構成する県内の産
業支援機関との連携強化を図り、地域企業等の事業化を一層推進するため、
産業支援機関連絡会議の全体会及び分科会を開催する。また、本年度からは、
経済産業省が行う「地域力連携拠点事業」の実施機関に採択され、中小企業
が直面する課題に対して地域の経営資源の活用を図りながらワンストップ
できめ細かな支援を行う。 

ウ 産学官連携を促進するため、大学や公設試験研究機関等と連携し、企
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業ニーズと大学等が保有する技術シーズのマッチングを実施する。

ａ．相談事業

ア 新事業サポートセンターにおいて、中小企業者、新規開業者等が抱える経

営向上のための問題等の相談窓口を設置する。相談窓口には相談員として専

門家を毎日配置するとともに、原則毎月２回、複数の専門家による相談会を

開催する。

イ 中小企業問題に詳しい弁護士により、中小企業者からの相談に応じるほか、

下請取引事案のうち必要な案件について苦情紛争処理委員会を開催する。

ウ 県内企業を巡回訪問し、相談を受けた場合は、企業の新規事業や事業化ニ

ーズ・シーズを把握した上で、専門コーディネーターを紹介するとともに、

各種支援策の紹介や大学、公設試験研究機関等との連携を促進する。

ｂ．専門家派遣事業

ア 事業可能性評価委員会等で、ある程度事業化の目処がついたと判断される

中小企業のうち、さらに踏み込んだ指導が必要である場合に、企業の求めに

応じて専門家を派遣し、指導、助言等を行う。派遣する各分野の専門家は、

公募による登録制とする。

イ 新規開業者等の経営全般にわたって経営者が独自では対応が困難な事項に

関して、専門家によるアドバイスを行い、経営の安定と事業の発展を支援す

る。 

ｃ．情報提供等事業

ア 地域産業の現状等について調査・分析を行い、これらの結果を、県や各支

援機関等に提供することにより、各種の中小企業支援施策に反映させる。

イ 下請中小企業の自立化等の経営基盤の強化を支援するため、下請取引のあ

っせん、商談会等による販路拡大の支援等の事業を、国及び財団法人全国中

小企業取引振興協会と密接な連携と協力を図りつつ実施する。

ｄ．新技術等事業化可能性調査事業

事業プランの市場性、特許化など技術ノウハウや独自性、提携先とのマッチ

ングや事業化への手順など、事業の可能性について事業可能性評価委員会を設

置し、事業化へ向けた的確な支援を行うとともに、事業可能性が高いと判断さ

れる場合には、診断助言や必要に応じ他分野の継続的な支援を行うことができ

るものとする。

事業可能性評価委員会のメンバーは、相談を受ける専門コーディネーターを

積極的に活用する。

② 中小小売商業の振興支援
商店街振興組合指導事業 1,280千円（1,600千円）
県商店街振興組合連合会が商店街振興組合等に対し行う指導事業等に対

して助成する。

③ 小規模事業者に対する支援 1,121,530千円（1,200,789千円）
商工会・商工会議所及び県商工会連合会において、小規模事業者からの

様々な相談に対するきめ細かな対応や、ニーズに応じた専門家の派遣や若
手後継者等の人材育成など、小規模事業者の経営改善や経営革新を支援す
るための事業（経営改善普及事業）を実施する。
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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。

④ 中小企業連携組織対策事業 90,969千円（93,207千円）
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、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、
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。

（３）中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化

① 経営安定特別相談事業 1,320千円（1,940千円）
経営の危機に直面した中小企業の円滑な問題解決を図るため、商工会連合

会及び商工会議所に「経営安定特別相談室」を設置し、中小企業者からの相
談に応じる体制を整備する。

（４）事業広報及び広聴活動

県は、県中小企業支援センターが行う事業について、多くの中小企業者
による事業の利用を図り、併せて関連する事業等との一体性を確保するた
め、冊子「がんばれ香川」、地域プラットホーム連携会議、イベント、講
習会、県ホームページ等を活用して可能な限り多くの機会に広報を行い、
中小企業、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。

（５）事後評価

中小企業支援センターの事業運営に際しては、アンケート等を行い支援
を受けた中小企業の満足度等の意見を調査して、支援内容に関する事後評
価を行うことは極めて重要であることから、これら事業に係る事後評価を
行うことにより、事業の効率性、効果等を把握し、本県の特性に応じた独
自の取り組みを構築し、事業の効率的運営及び支援内容の質的向上に努め、
事業の一層の改善に努める。

４ 独自の事業の概要

①かがわ中小企業応援ファンド支援事業 204,032 千円

（財）かがわ産業支援財団を実施主体として、中小企業者や地場産業関
係組合等に研究開発から販路開拓、人材育成までの総合的な支援を行う「か
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がわ中小企業応援ファンド」を造成し、産業支援機関が有するネットワー
クを活用し、企業の商品開発からマーケティングに至るまでの一貫した総
合的な支援を行う。 

なお、当事業は基金を造成し、その運用益を財源とする。

②地域企業国際化支援事業 4,000千円
地域企業の海外販路開拓を支援することにより、ビジネスチャンスの拡

大を促進し、地域企業の持続的発展と地域産業の活性化を図るため、中国
において商談会等を開催し、中国企業への県産品売り込むなど、県内企業
の海外展開を支援する。

③商店街等活性化促進事業 5,600千円（7,000千円）
まちの賑わいづくりや街並み整備などの事業に取り組み、魅力ある商店

街づくりを推進しようとしている商店街団体等の活動に、地元市町ととも
に助成する。


