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平成 20 年度 高知県中小企業支援計画

Ⅰ. 基本方針

本県中小企業をとりまく環境は、情報化の進展や、経済のグローバル化により、めま

ぐるしく変化しており、地域間競争、企業間競争は激しさを増している。

県内中小企業者がこのような競争の中で生き残り、地域経済を発展させていくために

は、人材、資金、情報などの不足しがちな経営資源を補いながら、強みである独創性、

機動性を発揮し、新たな事業展開や経営革新を果敢に進めていくことが重要である。

県では、平成１２年度より、高知県中小企業支援センターを設置し、県内中小企業者

や小規模事業者が持つ課題をよりスムーズに解決できる体制をつくり、支援機能の強化

を図ってきた。

平成 20 年度も引き続き、高知県中小企業支援センターを中心に、ワンストップサービ

スの提供や窓口機能の一層の強化を図るとともに、支援事業の充実と事業広報、ＰＲの

徹底に努めて、県内の中小企業者の潜在的なニーズを掘り起こし、意欲のある中小企業

者を支援していく。

また、中小企業支援事業の実施にあたっては、これまでに築いた様々なネットワーク

を一層強化し、国、高知県、並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構が相互の連携、

協力体制を推進することはもとより、商工会、商工会議所など本県の中小企業支援機関

との連携、協力についても強化していく。

Ⅱ．中小企業支援事業の実施体制

中小企業支援事業は、高知県、（財）高知県産業振興センター及び県内の中小企業支

援機関が相互に連携・協力して実施するものである。

このため、県では、高知県中小企業支援センターを整備するとともに、国が整備した

中小企業ベンチャー総合支援センターとも、効果的な連携を図りながら、県内の中小企

業やベンチャー企業の育成に努め、時代のニーズに応じた経営革新や新事業展開を促進

する。

１．高知県

（財）高知県産業振興センターを高知県中小企業支援センターと位置づけ、中小企業の

支援についてのワンストップサービス機能を充実していくため、その実績の検証に努め、

さらなる機能の強化に努める。

また、支援センターと商工会、商工会議所等の支援実施機関とのネットワーク構築へ

の支援を図る。

特に、高知県工業技術センター等の県の試験研究機関においては、横断的な研究開発

体制を整備し、それらを統括する産業技術部を設置しており、本県の産業技術の高度化、

融合化を積極的に推進する。また、産官学の連携において、「官」の中心的な役割を果

たしていく。
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２．高知県中小企業支援センター

（１）高知県中小企業支援センターの体制整備

①高知県中小企業支援センターの指定

平成 19 年度に引き続き、高知県中小企業支援センターとして、次の法人を指定

する。

ア．組織の名称

財団法人 高知県産業振興センター

イ．場所

高知市布師田３９９２－２ 中小企業会館２階

ウ．主な事業内容

・ぢばさんセンター（ホール、会議室）の管理運営

・設備貸与（割賦、リース）事業の実施

・下請企業の振興に関する支援

・地域企業の情報化の推進

・ベンチャー企業の育成支援

・地域企業の新事業展開等経営革新の促進の支援

・技術、研究開発に関する支援

・産学官連携の推進

・その他、地域企業の経営、技術面に関する総合的な支援

「（財）高知県産業振興センター」は、平成１１年４月１日に、設備貸与事業と下

請振興事業、中小企業情報センター事業等の業務を担当していた（財）高知県中小

企業公社と、ベンチャー支援や産学官連携等の事業を担当していた（財）高知県産

業振興センターが統合してできた組織であり、県内の中小企業支援のための機能が

集約されている。

同センターでは、平成１２年５月に本県の中小企業支援センターに指定され、そ

れ以来、経営の診断、助言、相談をはじめ、情報の提供や、他の支援機関への橋渡

しなど、ワンストップサービスの充実に努め、これまで、一定の成果をおさめてき

た。

このように、（財）高知県産業振興センターが、本県における中小企業支援事業

の実施体制の中核として機能していることから、平成 19 年度に引き続き、中小企業

支援法第７条第１項の規定に基づいて、「高知県中小企業支援センター」に指定す

るものである。

②高知県中小企業支援センターの役割

（機能）

○中小企業の総合的な支援

地域において、中小企業やベンチャー企業が、経営資源を円滑に確保できる

よう、地域の支援機関相互のネットワークの中核として技術、販路、人材、情

報面で総合的に支援する。
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○ワンストップサービスの提供

中小企業やベンチャー企業のニーズに応じたコーディネートや産業情報の提

供等の「ワンストップサービス」の提供を行う。 
○研究開発から事業化までの一貫した支援

産学官が連携して取り組んでいる研究開発の成果や地域の資源を活かした研

究開発の成果を、県内での事業化につなげるために、民間の人材を活用し、一

貫した支援を行うために民間の人材の活用を図る。 

（主な支援対象企業）

新製品新技術開発、経営革新を目指す中小企業やベンチャー企業等

（支援措置の内容）

本県産業の向かうべき将来的な姿や長期的な視点にたった企業支援の実現に向

けて、組織横断的な「経営応援隊」を組織し、戦略をもって、組織的・計画的な

ハンズオン支援を実施する。

○診断、助言の充実

民間専門家等の人材を活用し、中小企業の要望に応じた適切な診断、助言等

の支援を行う。

○相談機能の充実

中小企業者等が抱える様々な問題に対し相談・対応できる体制を整え、相談

の内容に応じて他の中小企業支援機関と連携を図り、ワンストップサービス

の向上に努める。併せて支援対象企業等の発掘を行う。 
○人材育成、情報提供

経営の向上を図る中小企業者の経営資源の確保を支援するため、経営方法や

技術等の知識、ノウハウに関する研修を行う。

○取引情報の提供

中小企業の取引形態の多様化に対応するため、専門調査員の活動を通じて、

中小企業の安定した受注確保に向けて、適切かつ効果的な情報提供及びあっ

せんを行う。

○中小企業の情報化支援

民間専門家等の人材を活用して、助言、診断を行うことにより、中小企業者

等の情報化を支援するとともに、核となる人材を育成する。

（２）中小企業との情報交流体制の整備

高知県中小企業支援センターは、本県における中小企業支援体制の中心として、

中小企業者、民間支援事業者等の交流拠点として機能する。

そのため、中小企業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

種交流を行えるような機会に努めるものとする。

（３）高知県中小企業支援センターを中心とした連携体制

①新事業創出支援体制との一体的な支援体制の形成

（財）高知県産業振興センターは、中小企業新事業活動促進法に基づく中核的支援
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機関としての役割を担っており、こうした新事業支援体制（高知県産業振興プラッ

トフォーム体制）の支援事業とも、相互に補完し合いながら、中小企業、ベンチャ

ー企業に対する一体的、総合的な支援体制の構築を図る。

平成 20 年度の新事業支援体制における支援事業の内容は、次のとおりである。

○ワンストップサービスの推進

・情報の一元化及び情報提供

（産業情報を一元化し、企業ニーズに応じた産業情報の提供）

・コーディネート

（産業支援機関相互のネットワークの活用による、企業の要望に応じた橋渡

し支援）

○新事業創出のための一体的な事業展開

・事業化に向けた支援

（ベンチャー企業の創業段階や中小企業の新事業展開の支援）

・市場化への支援

（都市圏における販路拡大や販売促進の支援）

○研究開発成果の事業化の推進

・産学官連携による研究開発の成果の事業化に向けた支援

・地域の資源を活かした研究開発の推進とその成果の事業化に向けた支援

（研究開発から事業化までを一貫して支援する体制を構築し支援を行う） 

②県内の中小企業支援機関との連携

県内には、商工会、商工会議所、高知県中小企業団体中央会、高知県経営者協会

などの経営面で支援を行う機関のほか、地元金融機関、高知県信用保証協会、ベン

チャーキャピタルその他工業技術センター等、経営、技術、人材、情報など様々な

面から、中小企業やベンチャー企業を支援する機関が存在する。

そのため、平成 20 年度（財）高知県産業振興センターでは、これまで築いてきた

支援機関との人的なネットワークを充実させ、情報ネットワークの構築などにより、

支援施策の紹介や産業情報の共有化等も積極的に進めていく。

③高知県中小企業支援センター及び中小企業ベンチャー総合支援センター相互の

連携及び協力

国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構では、中小企業支援体制における全国

レベルの相談窓口として、全国８カ所に、「中小企業ベンチャー総合支援センター」

を整備している。

また、高知県中小企業支援センターでは対応しがたい、高度に専門的な支援等が

必要な場合には、中小企業ベンチャー総合支援センターと連携・協力しながら、効

果的な支援を行うものとする。
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３．中小企業関係団体

（１）商工会・商工会議所

商工会及び商工会議所は、当該地区内の商工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。

（２）高知県中小企業団体中央会

高知県中小企業団体中央会は、高知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、情報提供や調査研究等の事業を実施するものとする。

（３）高知県商店街振興組合連合会

高知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、高知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。
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Ⅲ．中小企業支援事業の概要

１．事業の成果の向上

（１）支援対象企業の選定方法、選定基準及び評価システム

①支援対象企業の選定方法

事業の実施にあたっては、支援対象企業が支援の効果を生ずるような努力を行う

企業であるか等を確認する。

②評価システムの構築

ア．フォローアップ調査

支援を行った結果については、事業の効果に関するフォローアップを行うため

の報告書の提出を受け、その後、一定期間が経過した後も、適宜、ヒアリングや

アンケート調査を行い、支援事業の成果について分析、評価を行う。

なお、その結果については、次のように活用する。

・高知県中小企業支援センターとして、今後の事業内容や実施方法について

検討するための基礎データ

・担当した民間支援事業者の専門家としての適格性や能力を評価するための

基礎データ

イ．事後評価の実施

事業評価委員会の委員により、上記のフォローアップ調査をもとに支援内容に

ついて評価を行うとともに、支援事業のあり方について協議、検討する。

（２）民間支援事業者の選定方法、選定基準及び評価システム

①民間支援事業者の選定方法

ア．データベース（人材リスト）の作成

民間支援事業者の選定に当たっては、多様化する中小企業やベンチャー企業の

ニーズに対応して、できる限り、最適の民間支援事業者を引き合わせることが重

要である。

そのため、経営、技術をはじめ、資金調達、マーケティングなど、各専門分野

にわたり、できるだけ数多くの民間支援事業者に事業への参加を求めるなど、充

実したデータベース（人材リスト）の作成に努める。

イ．民間事業者の選定

原則として、支援を受ける中小企業者等は、自らの希望により、民間支援事業

者を高知県中小企業支援センターが整備する名簿から選定するものとする。また、

希望する民間支援事業者が名簿にない場合でも、新たに名簿に登載することで選

定することができる。

なお、支援を受ける中小企業者等に、民間支援事業者等に関して希望がない場

合、あるいは知見がない場合は、（財）高知県産業振興センターが、支援内容に

応じた専門家等を選定する。
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②評価システムの構築

ア．フォローアップ調査

事業の終了後には、民間支援事業者から事業の結果について報告書の提出を求

めるとともに、支援を受けた中小企業等からも、事業効果に関するヒアリング調

査を行いながら、引き合わせの的確性や事業効果等についてデータを収集する。

（３）事業広報、広聴活動

高知県中小企業支援センターにおいて、中小企業支援事業を実施する際には、県

等との連携を図りながら、次のような広報手段を通じて、可能な限り多くの機会に

支援事業の広報を行い、ベンチャー企業、中小企業事業者をはじめ、民間支援事業

者や中小企業支援機関にその事業内容を周知させることにより、支援事業の利用を

促進する。

・マスコミ等の協力を得ながら、新聞、雑誌等による広報の実施

・インターネットを活用した事業ＰＲの実施

・事業紹介パンフレット等の作成

・定例的な事業説明会やイベントの際の事業の周知徹底

・（財）高知県産業振興センターや支援機関が発行している情報誌等への掲載

２．事業内容
※以下の事業費は 20 年度当初予算額

( )書きは 19 年度予算額

高知県及び（財）高知県産業振興センター、商工会、商工会議所は、診断助言等の

事業として、下記のような事業を実施する。

（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 102,287 千円（117,724 千円）

ア． 企業ハンズオン支援事業

ａ．マネージャー設置事業

ｱ)マネージャー設置事業

中小企業の企業ニーズに対応するために、専門的な知識や経験を有するコー

ディネーターを設置して、県内企業の多様で実践的な取り組みをサポートする

とともに関連する情報提供等を行うたま、研究開発コーディネーターを配置す

る。 

ｲ)窓口相談・企業訪問事業

企業訪問等により支援対象企業の発掘を行うとともに、中小企業者等が抱え

る様々な問題に対して相談が受けられる体制を整え、相談の内容に応じて他の

中小企業支援機関との連携を図って、ワンストップサービスの向上に努める。

ｳ)支援人材育成事業

中小企業者等に対して適切な経営診断及び技術支援を行うために、支援セン
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ター職員を独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校等の研修に派遣

する。

ｂ．専門家活用事業

ｱ)専門家派遣事業

中小企業やベンチャー企業が抱える様々な問題の解決や、人材、情報、技術、

資金等経営資源の円滑な確保を支援するため、経営、技術等の知識やノウハウ

を有した民間専門家を活用して、創業予定者や中小企業の経営者に対して相談

を行う。

ｲ)顧問弁護士設置事業

中小企業者の日常の取引において生じた問題や経営活動を行う上で生じる法

律に関する問題について、弁護士等の専門家を活用し、課題を解決するための

法律相談等を実施する。

ｃ．販路開拓支援事業（企業コーディネーター設置事業）

県の東京事務所・大阪事務所に企業コーディネーターを各１名配置し、県内

企業の首都圏・関西圏における販路開拓支援、支援制度等の情報提供を行う。

ｄ．下請受注対策事業

管内発注情報や発注計画情報等、下請企業が必要とする発注情報を収集提供

することにより、下請企業の受注の安定的な確保を図ることを目的とする。

ｅ．情報収集発信事業

情報発信事業

高知県中小企業支援センターの支援情報や中小企業が必要とする情報等を情

報誌に纏め提供する。

②小規模事業者支援事業 1,115,403 千円（1,122,532 千円）

小規模事業者の振興と経営の安定を通じ、地域経済の活性化を図るため、県下

の２５商工会と６商工会議所及び高知県商工会連合会に対して助成等を行う。

③中小企業連携組織対策事業 104,142 千円（106,869 千円）

高知県中小企業団体中央会が、中小企業組織に対して指導、支援を行い組織化推

進指導事業の適性かつ円滑な実施を図るため、これに要する経費について補助金を

交付することにより、中小企業の組織化並びに中小企業団体の育成及び指導を促進

する。

④小規模企業者等設備資金貸付・設備貸与事業 250,000 千円（255,560 千円）

ａ．小規模企業者等設備貸与事業

設備貸与事業の実施に必要な資金の貸付を行う。 

ｂ．小規模企業者等設備貸与事業円滑化事業

設備貸与事業の下支えとなっていた機械類信用保険制度が廃止されることによ

り生じる、小規模企業者の潜在的な割賦損料負担増を抑制するため、必要な補助
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をする。

（２）中小企業の新事業展開支援

①経営革新支援事業 0 千円（0 千円）

県内中小企業の経営革新のための新たな取り組みを支援する。

平成 19 年度から開始した「こうち産業振興基金」を活用し、経営の革新を行おう

とする企業等を支援する。

（３）中小商業振興支援

①商店街振興組合指導事業 2,655 千円（2,855 千円）

社会経済状況の変化に対応した商店街経営の推進と後継者の育成、多様化する消

費者ニーズに対応できる商店街の形成等を図るため、高知県商店街振興組合連合会

の行う事業に対し補助する。
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Ⅳ．高知県独自の施策

（１）商店街・中心市街地活性化事業

①こうち商業振興支援事業 7,000 千円 （0 千円）

商工団体と住民団体が協働して行う商業の活性化事業や中山間地域で商業機能の

維持を目的として行う活動に支援することで、地域活性化の中心となる組織や人材

の育成を図るとともに、消費者の視点を取り入れた商業振興を図る。

②中心商店街活性化事業 6,364 千円（6,700 千円）

インフォメーション機能やコミュニティ機能を充実させた施設を整備するととも

に市民活動の拠点として活用することで、商店街の活性化を図っていく。

③中山間地域等商業振興総合支援事業 0 千円（8,100 千円）

商工会・商工会議所や商店街振興組合等が主体となり、消費者の視点に立った商

業機能の維持や商業振興を目的とする提案型のソフト・ハード事業に対して支援す

る。

（２）その他

①頑張る企業総合支援事業 43,161 千円（150,065 千円）

頑張る企業（建設業を含む）の経営改善や新規分野への挑戦、研究開発体制の充

実などを総合的に支援し、製造業等の振興や雇用の確保など将来にわたって自立で

きる県経済の確立を図る。

ａ．経営改善支援事業

各企業が作成した経営改善計画実現のための取り組みに対する助成及び融資に

対する金利補助を行う。

ｂ．県内製品重点支援プロジェクト推進事業

県内企業が製造、開発した製品や技術等のうち、市場において発展する可能性

または雇用拡大につながる可能性がある製品等について、販路の拡大や品質の向

上を目指し、重点的に支援する。

②高知ＣＯＥ推進事業 8,745 千円（9,749 千円）

産学推進のコアとして県内で研究開発が進められているプロジェクト事業から

生まれた知的資源について、研究開発から事業化・実用化まで一貫して支援する。

③診断支援事業 2,611 千円（1,415 千円）

ａ．設備導入等促進診断

中小企業者等が経営基盤の安定、拡大を図る目的で、共同して実施した集団化

等の高度化事業の効果をより発揮できるように、運営等について助言を行う。

ｂ．県単独診断
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高知県産業振興センター、高知県中小企業団体中央会、各商工会、各商工会議

所等の中小企業支援機関と連携した診断や、県・市町村の産業振興プロジェクト

関連の経営診断を行う。

④特許情報利用促進事業 636 千円（636 千円）

特許情報の有効活用及び知的財産権に関する知識習得と知的財産権の取得促進によ

り、中小企業の技術開発や事業化を支援する。

⑤地域結集型共同研究推進事業 0 円（116,615 千円）

産学官が連携して実施する県内での事業化に向けた先導的な共同研究を推進し、県内

に付加価値の高い新しい産業を創出する。

⑥研究開発事業化推進事業 148,897 千円（0 円）

地域結集型共同研究事業や研究成果等を活かした研究開発の推進や、事業化に向け

た支援を行い新しい産業の創出を目指す。


