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１ 県の中小企業支援方針

本県の経済状況を見ると、全体としては緩やかな回復基調を維持しているものの、

改善には足踏み感が強まるとともに、依然として業種や地域間に格差が見受けられ、

原油・原材料価格の高騰等による影響が懸念されるなど、本格的な景気回復には至っ

ていない状況が続いている。

こうした状況の中で、本県経済の活性化を図るためには、地域産業資源を最大限に

活用して、次代を担う新しい移出産業（製品やサービスを国内外に移出できる地域発

展の原動力となる基幹産業）が不断に創出される仕組みを構築することが重要である。

このため、新たな製品や事業を次々と生み出せる成熟した厚みのある産業構造を形

成し、「21 世紀の本県経済を担う新たなリーディング産業を創出すること」を県の産

業振興の基本目標とし、それを実現するための施策目標として「既存産業の高付加価

値化・高度化」と「新事業の創出」を掲げ、その促進に努めていく。

２ 中小企業支援事業の実施体制

（１）県中小企業支援センターの実施体制

創業、中小企業の新事業展開、経営基盤強化等の支援に際しては、県独自の施策

と併せて、国の産業振興施策の積極的な導入を図る。

実施体制としては、愛媛県中小企業支援センターであり、かつ、本県の新事業支

援体制(地域プラットフォーム)の中核的支援機関である(財)えひめ産業振興財団を

中心に、中小企業支援機関のネットワークを整備することとし、平成 20年度から実

施された国の「地域力連携拠点事業」の実施を契機に、県内の拠点とこれを支援す

る関係機関等とで「えひめビジネスサポートネットワーク(通称「チームえびす」)」

を結成し、相互連携・補完を行う総合的な支援体制の一層の強化を図る。

また、人的支援体制においても、愛媛県中小企業支援センターに配置するプロジ

ェクトマネージャーを中心とした一元的な人的支援体制の構築を図るとともに、県

外の支援人材や専門的な人材の確保に努め、「チームえびす」を通じて各支援機関の

コーディネーター等とのネットワークを強化することにより、ワンストップサービ

ス体制を進める。

（財）えひめ産業振興財団の概要は別紙のとおりである。

（２）中小企業関係団体の実施体制

①商工会・商工会議所・県商工会連合会

商工会、商工会議所及び県商工会連合会は、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。
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②県中小企業団体中央会

愛媛県中小企業団体中央会においては、組合等の設立の指導や組合の運営を支

援するための情報提供等、中小企業の組織化並びに中小企業組合の育成指導を推

進する。

③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する。

④関係支援機関との連携

中小企業の支援にあたる関係機関等の相互理解及び有機的連携を図るため、金

融機関、県信用保証協会などの資金面での支援を行う機関、知的所有権センター、

（財）東予産業創造センター及び㈱西条産業情報支援センターなどの人材、情報、

資金等の中小企業の経営資源の確保を支援する機関、県の工業系試験研究機関な

ど県下の主だった中小企業支援機関との連携強化を図る。

特に、各中小企業支援機関の支援機能の補完と強化を目的として平成 20年度に

結成された「チームえびす」においては、東予、中予、南予の各地域で開催する

「地域連携会議」や、（財）えひめ産業振興財団が開催する「地域力連携拠点連絡

会議」等を通じて、「チームえびす」全体の総合力で各中小企業者が直面する経営

課題の解決に向けた支援を行う。

なお、県や関係機関・団体が行う事業に招へいする民間の専門家の相互紹介及

び県や関係機関・団体が行う事業のなかで、その事業をフォローする形で他の機

関の事業を活用できるケースがあれば、関係する機関・団体に積極的に紹介する

とともに、インターネット等、情報ネットワークを活用して関係機関・団体間で

の迅速な情報の共有化を図る。

３ 中小企業支援事業の概要

（１）中小企業の経営の革新及び創業の促進

○チャレンジ企業総合支援事業 99,425 千円（76,372 千円）

独創的で市場性の高い技術シーズやアイデアをもとに愛媛県内で新事業にチャ

レンジする個人や中小企業者等に対し、それぞれの発展段階に応じた助成や経営

指導を実施するなど、総合的な支援により県内産業の牽引役となる成長企業を創

出する。
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○デザイン活用売れるものづくり企業支援事業 5,855 千円（新規）

自社ブランドとして商品化しようとする製品又は既に商品化された製品につい

て、デザイナー等と協働して、他社商品と差別化された独創的で魅力のある商品

となり得るためのコンセプトづくりから、より訴求効果のある販売促進までのト

ータル的なデザイン戦略に取り組もうとする県内中小企業者に対して、その経費

の一部を助成し、製品の高付加価値化・高度化を支援する。

○小規模企業設備導入診断事業 468 千円（468 千円）

小規模企業者等設備資金貸付事業に係る資金の貸付けを受けようとする者に対

する経営診断及び貸付けを受けた者に対する事後指導を行う。

小規模企業者等の経営状態に見合った妥当な設備計画の設定により、設備投資

の効果を十分に発揮させ、資金の貸付けの妥当性を確保するとともに、小規模企

業者等の経営管理の合理化を図ることを目的として実施する。

○中小企業経営革新支援事業 1,146 千円（5,549 千円）

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づき、中小企業者が作

成する経営革新計画の承認を通じて、中小企業の経営革新を支援する。

○宇和島真珠ブランド化推進事業 8,697 千円（8,698 千円）

宇和島真珠のブランド化を推進するとともに、真珠を核とした地域全体のブラ

ンド化を図るため、真珠オリジナルブランドの構築やデザインコンテストの実施、

地域のデザイン力・技術力向上に向けた人材育成等の事業に対して助成し、地域

の活性化と交流人口の拡大を促進する。

（２）中小企業の経営基盤の強化

①都道府県等中小企業支援センター事業

○創業・経営基盤強化総合支援事業 25,450 千円（37,985 千円）

愛媛県における新事業支援体制の構築を図り、創業を希望する者への法人化

支援や研究開発から事業化にいたるベンチャー企業等の事業活動を総合的に支

援するため、県中小企業支援センターの指定を受けた(財)えひめ産業振興財団

が以下の事業を実施する。

ａ．支援体制整備事業

(財)えひめ産業振興財団が実施する創業・新事業支援事業の企画・実施

及び窓口相談を通じた支援を行うプロジェクトマネージャーを配置すると
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ともに、同財団が実施する公募事業等の審査を行う事業可能性評価委員会

の設置・運営、財団事業の広報など、地域における創業・新事業支援体制

を整備する。

ｂ．新事業創出支援体制強化事業

県と産業支援機関との連携を促進するため、新事業支援機関連絡会議を

開催する。

ｃ．地域資源発掘交流連携事業

技術、資金、人材、市場等の地域資源を発掘し、新技術の開発や新事業

展開を促進するため、事業者間・産学官などのグループ形成や新事業展開

活動の支援等を行う。

ｄ．地域有望分野案件企画・調査事業

県内企業が開発した新商品等の販路を開拓するために、試作品や新商品

の事業可能性基礎調査や大都市展示会への出展を支援する。また、支援企

業が創業時に円滑な融資を地元金融機関から受けられるよう推薦するとと

もに、専門家による融資後の事業化促進のための体制づくりや企画調査を

実施する。

ｅ．起業家育成施設支援強化事業

インキュベートマネージャー（経営や財務の専門家）を設置し、インキ

ュベートルーム入居企業、創業準備室入居者や相談窓口来訪者に対し、事

業化に向けた集中的な支援を行う。

○情報通信関連創業者支援事業 2,433 千円（3,562 千円）

情報通信関連分野での創業者を育成・支援するため、愛媛県中小企業支援セ

ンターを核として、ＩＴコーディネータや愛媛県産業技術研究所と連携し、愛

媛県産業情報センターの情報通信関連創業者インキュベート施設の入居者を含

む県内の情報通信関連創業者に対して、効果的なソフト支援をワンストップで

行う。

○産業情報センター情報化支援事業 3,625 千円（4,739 千円）

愛媛県中小企業支援センターにおいて、地域の中小企業の経営環境や動向等

についての各種調査の実施や情報の収集・調査・加工・提供を行うとともに、
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インターネットによる情報発信に必要なサーバー等の機器を整備することでイ

ンターネットを利用した中小企業のＩＴ化を支援する。

○産業情報総合ネットワーク管理運営事業 80,851 千円（85,164 千円）

県の研究機関、各種企業、団体等をネットワークで結び、中小企業のインタ

ーネットを活用した情報収集、発信等の情報化を支援する。

○下請企業振興事業 3,655 千円（5,353 千円）

愛媛県中小企業支援センターにおいて、下請取引のあっせん及び取引情報の

収集提供、新規発注先の開拓等の事業を実施することにより、下請中小企業の

体質強化及び下請取引の適正化を図る。

○地域密着型ビジネス創出事業（(財)えひめ産業振興財団）

86,102 千円（24,381 千円）

愛媛県内で培われた製造技術や豊富な農林水産物、良質な自然資源など、地

域に潜在する資源、地域のニーズを活かした「地域密着型ビジネス」を新たに

開始しようとする個人や中小企業者等に対して初期的経費を助成する。また、

地域密着ビジネスのシーズの発掘・指導を行う地域密着型コーディネーターを

委嘱し、創業に至るまでのプロセス等について支援を行う。

②中小企業及び支援機関の人材確保・育成支援

○高度ＩＴ人材創出・育成事業 1,164 千円（1,795 千円）

愛媛県中小企業支援センターにおいて、企業ニーズに即応した実践的かつ高

度なＩＴ研修を実施し、幅広い産業分野で利活用できる実践に役立つスキルを

持ったＩＴ人材の創出・育成を図る。

○工業系試験研究機関職員技術研修事業 248 千円（820 千円）

工業系試験研究機関の研究員が専門の研究分野で先端的な技術の修得を行

い、高度な技術指導に反映するため独立行政法人等研究機関等で技術研修を受

け、研究職員の資質向上を図る。

③中小小売商業の振興支援

ア．商店街振興組合指導事業

○商店街振興組合指導事業 1,078 千円（1,685 千円）

愛媛県商店街振興組合連合会が、傘下の組合を対象に商店街活性化のため
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の指導事業等を行うことにより、商店街の事業活動を促進し、中小小売商業

の振興を図る。

イ．その他

○中心市街地活性化基金事業 2,650 千円（1,288 千円）

財団法人えひめ産業振興財団が、中心市街地活性化協議会を構成する商工

会議所等が実施する中心市街地の活性化を目的とした事業活動について、中

心市街地の活性化を図るため造成した基金の運用益により行う助成事業に対

して支援する。

○小売商業支援センター活動事業 684 千円（4,276 千円）

大型店の郊外出店増、消費者ニーズの多様化により、厳しい環境に置かれ

ている中小小売商業者に対し、情報提供等の小売商業支援センター（リテー

ル・サポート・センター）活動を実施することにより、個別商店の競争力強

化や商店街におけるマネジメント機能を強化し、もって中小小売商業の振興

を図る。

○商店街パワーアップ支援事業 4,300 千円（4,300 千円）

深刻化する中心都市の空洞化、空き店舗の増加などの問題に対応するため、

地元商業者が取り組む商店街活性化を目的とするソフト事業のうち、県内商

店街のモデルとなる先進的事業で、事業効果が高いと認められるものに対し

て、市町を通じて支援することで、商店街の活性化及び中心市街地の活性化

を図る。

④小規模事業者支援事業

○経営改善普及事業 1,631,484 千円（1,759,235 千円）

県内の小規模事業者の経営の改善発達を図るため、商工会、商工会議所及び

県商工会連合会が経営指導員、専門経営指導員、補助員及び記帳専任職員を設

置して行う小規模事業者等に対する金融、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、あっせん等に係る経営改善普及事業に対して

助成する。

⑤中小企業連携組織対策事業

○中小企業連携組織対策事業 129,340 千円（140,992 千円）

中小企業者の組織化と組織強化を行うため、愛媛県中小企業団体中央会が行
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う指導員の資質向上を図る事業、先進組合の実施している事業を分析・加工し、

組合等に広く周知する事業等に対して助成する。

⑥その他

○商工会等提案型活動支援事業 3,216 千円（新規）

商工会等の経営指導員等が中心となって企画・立案して、地域の中小企業者

等とともに実施する中小企業振興及び地域経済活性化の取組みを支援する。



別紙

財団法人えひめ産業振興財団の概要

○ 名 称 財団法人えひめ産業振興財団

○ 理 事 長 麻生俊介（㈱伊予銀行会長）

○ 基 本 金 2,519,557千円（うち基本財産1,019,557千円）

○ 設立年月日 昭和61年11月１日

○ 経 緯 ［平成９年４月１日］ （財）愛媛テクノポリス財団と（財）愛媛県技術開

発振興財団が統合し、（財）愛媛県産業技術振興財団と改称

［平成11年６月４日］ 新事業創出促進法の中核的支援機関に指定

［平成12年５月11日］ 県中小企業支援センターに指定

［平成13年４月１日］ （財）愛媛県産業技術振興財団と（財）愛媛県産業

情報センター、（財）愛媛県中小企業振興公社が統合し、（財）えひめ

産業振興財団と改称

○ 業務の内容 ①新事業の創出を促進するための総合的な支援

②企業が高度技術を利用して起業化を推進することに対する支援

③創造的な事業活動を行う中小企業を創出するための支援

④情報の収集、加工、創出及び提供

⑤情報の活用に関する啓発、情報の管理及び創出に関する研究開発その他

中小企業等の情報化の促進

⑥地域経済の動向及び中小企業の振興に関する調査研究

⑦中小企業者等の事業の用に供する設備資金の貸付け及び設備の貸与

⑧中小商業の活性化を目的とした助成

⑨下請取引に関する情報の収集及び提供並びに苦情又は紛争の処理

⑩中小企業の経営資源の確保の支援

⑪損害保険の代理業務（設備資金等関係）

⑫テクノプラザ愛媛及び愛媛県産業情報センターの管理運営

⑬その他必要な事業

○ 組 織

［理事会］（14 名）

（出向職員：県９名、伊予銀行２名、愛媛銀行２名）

○ 事 務 局 松山市久米窪田町 337 番地１テクノプラザ愛媛内

臨時職員(2)

総務課長(1)総務企画部長(1) 業務員(1)

庶務係長(1) 担当(1)

副部長(1)

(専務理事兼務)

企画情報課長(1) 担当(2)

担当(2)

理 事 長

理 事

専務理事

常務理事

顧 問

監 事

副課長(1)

臨時職員(1)

企業立地推進課長(1) 担当(1)副課長(1)

産業振興部長(1)

(常務理事兼務)

副部長(1)

副部長(1)

新事業支援課長(1) 担当(3)

産業振興課長(1)

産学官連携
推進課長(1)

担当(6)担当係長
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副課長
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担当課長
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中小企業振興部長(1) 中小企業支援課長(1) 副課長(2) 担当(1)
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