
平成２０年度

福 岡 県 中 小 企 業 支 援 計 画

福 岡 県 商 工 部



平成２０年度 福岡県中小企業支援計画目次

Ⅰ 平成２０年度中小企業支援事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

Ⅱ 平成２０年度中小企業支援計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

１ 平成２０年度の基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

（１）経営指導・支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

（２）経営革新の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

（３）情報化支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

（４）金融支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

（５）技術指導・支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

（６）地場産業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

（７）ファッション産業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

（８）商店街の活性化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

２ 中小企業支援事業の実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

（１）（財）福岡県中小企業振興センター・・・・・・・・・・・・・・・・・５

①経営革新センターによる支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

②施策ＰＲ、電子商取引、取引あっせん機能等の強化・・・・。。。・・・５

③中小企業振興センターを中心とした連携体制の整備・・・・・・・・・・５

(ｱ) ふくおかＩＳＴとの連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

(ｲ) 工業技術センターとの連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

(ｳ) 商工会・商工会議所との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

(ｴ) 中小企業団体中央会との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

(ｵ) （財）北九州産業学術推進機構との連携・・・・・・・・・・・・・６

(ｶ) 知的所有権センターとの連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

(ｷ) 中小企業基盤整備機構九州支部との連携・・・・・・・・・・・・・６

(ｸ) 民間専門家との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

（２）（財）福岡県産業・科学技術振興財団（ふくおかＩＳＴ）・・・・・・・６

（３）中小企業関係団体の実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

①商工会・商工会議所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

②中小企業団体中央会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７



③商店街振興組合連合会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

３ 事業の概要

（１）経営指導・支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

①中小企業振興センターによる支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

②商工会・商工会議所による支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

③中小企業団体中央会による支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

（２）経営革新の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

（３）情報化支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

（４）金融支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９

（５）技術指導・支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９

①工業技術センターによる支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９

②ふくおかＩＳＴによる支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９

③その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９

（６）地場産業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

（７）ファッション産業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

（８）商店街の活性化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

（９）その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

①北部九州自動車１５０万台生産拠点推進事業・・・・・・・・・・・・１１

②システムＬＳＩフロンティア創出事業・・・・・・・・・・・・・・・１２

③バイオベンチャー等育成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

④ロボット開発技術力強化事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

⑤小規模企業者等設備貸与事業円滑化事業・・・・・・・・・・・・・・１２

⑥フクオカベンチャーマーケット事業・・・・・・・・・・・・・・・・１２



１

Ⅰ 平成２０年度中小企業支援事業の概要

１ 平成２０年度の基本方針

福岡県内の中小企業数は約１６万１千で企業全体の９９．８％を占めており、中小企

業は本県経済活力の源泉である。中小企業が本県の今後の発展を牽引する原動力との認

識に立ち、関係機関との連携のもと、地域の実情を踏まえた独自の施策により中小企業

対策を強化する。

（１）経営指導・支援

商工会、商工会議所、商工会連合会に配置した経営指導員を活用して経営上の各

種相談・助言を行うほか、（財）福岡県中小企業振興センター（以下「中小企業振

興センター」という。）において各分野の専門家等を派遣し、中小企業の経営課題

の解決を図る。また、福岡県中小企業団体中央会（以下「中小企業団体中央会」と

いう。）において、中小企業の組織化及び連携支援を行う。

（２）経営革新の促進

経済環境の急激な変化の中、創意工夫により経営基盤の強化を図る中小企業を支

援するため、中小企業振興センターの経営革新センターにアドバイザーを配置し、

経営革新計画の策定から承認まで一貫した指導を行う。

（３）情報化支援

中小企業振興センターが運営する電子商取引市場「電脳商社」により、ＩＴを利

用した中小企業の販路拡大を支援する。

（４）金融支援

制度融資の活用による中小企業の資金調達の円滑化や、無担保・第三者保証人不

要の「元気フクオカ資金」の活用などにより金融面での支援に努める。

（５）技術指導・支援

製品の高付加価値化や消費者ニーズの多様化に対応する企業の新製品、新技術の

開発を支援する。このため、福岡県工業技術センター（以下、「工業技術センター」

という。）、（財）福岡県産業・科学技術振興財団（以下、「ふくおかＩＳＴ」と

いう）、県内４カ所のリサーチコア、知的所有権センターが相互に連携しながら、

研究開発から製品開発まで一貫した支援を行う。また、産業界を中心に構成する「福

岡ものづくり産業振興会議」を中核として、ものづくり基盤技術・技能を支える人

材の育成・確保、技能の継承などに努める。

（６）地場産業の振興

新商品の開発、積極的な市場開拓、人材育成により地場産業を振興する。また、

全国や海外で通用するブランド化の確立をめざすとともに、産地を牽引する有力企

業群の形成支援を図る。
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（７）ファッション産業の振興

ファッション産業に係る人材の確保・育成、ビジネス機会の拡大等によりファッ

ション産業の振興を図る。

（８）商店街の活性化

それぞれの地域特性、周辺住民の構成などを踏まえ、消費者に訴求力のある商店

街の構築に努める。また「地域の顔」としての役割を持つ商店街の活性化をソフト、

ハード両面から支援するとともに、「まちづくり」と一体となった施策も展開する。

これらの取り組みに加え、本県経済の活力を維持し新たな雇用を創出するため、自

動車産業への中小企業の参入及び取引拡大を図るとともに、ベンチャー企業の育成や

システムＬＳＩ、水素、バイオ、ナノテク、ロボット、デジタルコンテンツ等、今後

の成長が見込まれる産業の育成に取り組む。

２ 中小企業支援事業の実施体制

福岡県の中小企業支援事業は、福岡県と県内中小企業支援機関、国、中小企業基盤

整備機構（以下、「中小機構」という。）が相互に連携・協力して実施することが必

要である。このため、福岡県においては、中小企業振興センターを中小企業の中核的

な支援機関として、ふくおかＩＳＴ、中央会、商工会連合会、商工会議所連合会等の

関係機関や国、機構などとの連携・協力を促進し、中小企業支援施策の効果的な実施

を図る。

［中核的支援機関］

（財）福岡県中小企業振興センター

中小企業振興センターを福岡県における中小企業支援事業の中核とし、窓口相談

や、専門家の派遣による助言、指導を実施する。

また企業の受発注情報等を収集・発信し、企業相互、あるいは企業と事業活動を

支援する専門家などとの交流拠点としての機能を強化する。

［主な支援機関］

（財）福岡県産業・科学技術振興財団（ふくおかＩＳＴ）

産業・科学技術に関する情報収集・提供、研究交流・研究開発の支援、産学官共

同研究のコーディネートを実施するほか、新産業創出のためベンチャー企業とビジ

ネスパートナーとの出会いの場であるベンチャーマーケットを開催する。

商工会・商工会議所

商工会、商工会議所に経営指導員、記帳専任職員を配置し、中小企業の経営改善

普及事業などのための実施体制の運営を支援する。

中小企業団体中央会

県地区の組合等の設立指導や組合の運営等を支援するとともに、企業連携による

新事業展開を支援する。



３

Ⅱ 平成２０年度中小企業支援計画

１ 平成２０年度の基本方針

福岡県内の中小企業数は約１６万１千で企業全体の９９．８％を占めており、中小

企業は本県経済の発展と活力の源泉である。中小企業が本県の今後の発展を牽引する

原動力であるとの認識に立ち、関係機関との連携のもと、地域の実情を踏まえた施策

により、一社でも多くの「独自の技術・ノウハウを持った中小企業」の育成を図る。

そのため、中小企業にとって重要な経営資源である資金、技術、人材、ノウハウな

どの経営基盤の強化に向けた指導、支援を強化し、経営革新等の取り組みを促進する。

また、商店街、地場産業の振興等の支援を行い、地域経済の活性化を図る。

（１）経営指導・支援

中小企業にとって最も身近な地域の指導・相談機関である商工会、商工会連合会、

商工会議所において、経営指導員等が経営や労務など中小企業の課題に対応し、中

小企業の経営改善を図る。

県内中小企業の中核的支援機関である(財)福岡県中小企業振興センターにおいて、

中小企業が抱える様々な問題に対して相談に応じるとともに、会計、マーケティン

グ、技術等それぞれの分野の専門家を派遣して診断・助言を行うことにより、中小

企業の多様なニーズにきめ細かく対応する。

また、中小企業が新事業の展開等を図るためには、相互に連携しお互いに不足す

る経営資源を補うことが必要なため、中小企業団体中央会において、事業協同組合

の設立や運営など中小企業の組織化を支援するとともに、新技術、新商品開発等を

行う企業間の戦略的ネットワークの構築を支援する。

（２）経営革新の促進

中小企業の経営環境が急激に変化する中、創意工夫により経営基盤の強化を図る

中小企業を支援するため、経営革新を促進する。特に、新事業活動促進法に基づく

経営革新計画の承認を促進するため中小企業振興センターに設置している「経営革

新センター」にアドバイザーを配置し、経営革新計画の策定方法から、計画の着実

な実行まで一貫した指導を行うとともに、経営革新促進補助金等、各種支援策を活

用しながら、総合的・集中的な支援を行う。

（３）情報化支援

中小企業振興センターが運営する電子商取引市場「電脳商社」により、ＩＴを利

用した中小企業の販路拡大支援を強化する。そのため、電脳商社の「企業間取引市

場」における受注企業情報の掲載を充実し自動車産業をはじめとした県内中小企業

の取引拡大を図るとともに、県内の特産品等を販売するショッピングモール「福岡

よかもん市場」への出店及び運営支援等を行う。

（４）金融支援

中小企業の資金調達の円滑化のため、制度融資により目的に応じた各資金を用意
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し、長期固定、低利での融資を行う。

また、無担保・第三者保証人不要の「元気フクオカ資金」の利用を促進して、融

資における不動産担保・保証人主義から業績主義への移行を促進する。

（５）技術指導・支援

製品の高付加価値化や消費者ニーズの多様化に対応する企業の新製品、新技術の

開発を支援する。

このため、福岡県工業技術センターを中心とした研究開発支援や技術相談・指導、

「ふくおかＩＳＴ」を中心とした産学官共同研究事業の実施などとともに、これら

の機関と県内４カ所のリサーチコア、知的所有権センター等が相互に連携しながら、

より効果的な技術支援を実施する。

また、ものづくり基盤技術・技能を支える人材の育成・確保、技能の継承、技術

高度化などを通じて、ものづくり産業の競争力を強化する。このため産業界を中心

に構成する「福岡ものづくり産業振興会議」を中核として、高度技能者を生産現場

に派遣するアドバイザー事業、ものづくりシンポジウム等の交流連携事業などを実

施する。

（６）地場産業の振興

地域の歴史や伝統文化に根ざし、地域社会とともに発展してきた地場・伝統工芸

品の魅力や価値を高め、地場産業を振興する。このため、新商品の開発、積極的な

市場開拓、人材育成を推進する。また、全国や海外のマーケットでも通用する高い

評価（ブランド化）の確立に向けた取り組みを支援し、産地を牽引する有力企業群

の形成を図る。

（７）ファッション産業の振興

福岡のポテンシャルを生かし、アジアにおけるファッション産業拠点を実現する

ため、産学官の連携により「福岡アジアファッション拠点推進会議」を設立し、コ

レクションやコンテストの開催、インターンシップ事業を実施する。

（８）商店街の活性化

それぞれの地域特性、周辺住民の構成などを踏まえ、消費者に訴求力のある商店

街の構築に努める。また「地域の顔」としての役割を持つ商店街の活性化をソフト、

ハード両面から支援するとともに、「まちづくり」と一体となった施策も展開する。

このため、中心市街地の「にぎわい創出」にむけた戦略的な活動に対して支援す

るとともに、地域の顔として機能してきた商店街の自助努力や創意工夫を凝らした

活性化のための取り組みを促進する。

これらの取り組みに加え、本県経済の活力を維持し新たな雇用を創出するため、県内

に集積が進む自動車産業への中小企業の参入及び取引拡大を図るとともに、ベンチャー

企業の育成やシステムＬＳＩ、水素、バイオ、ナノテク、ロボット、デジタルコンテン

ツ等、今後の成長が見込まれる産業の育成に取り組む。
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２ 中小企業支援事業の実施体制

福岡県の中小企業支援事業は、福岡県と県内中小企業支援機関、国、中小機構が相

互に連携・協力して実施することが必要である。このため、福岡県においては、中小

企業振興センターを中核的な支援機関として、ふくおかＩＳＴ、中小企業団体中央会、

商工会連合会、商工会議所連合会等の関係機関や国、中小機構などとの連携・協力を

促進し、中小企業支援施策の効果的な実施を図る。

(１) （財）福岡県中小企業振興センター

中小企業振興センターを福岡県における中小企業支援事業の中核機関とし、同セ

ンター内の経営革新センターを活用して中小企業の経営革新を中心とする指導機能

の強化等を図る。

①経営革新センターによる支援

新事業活動促進法に基づく中小企業の経営革新計画の策定に関する指導を行うと

ともに、「経営革新促進補助金」等各種支援策を活用しながら計画の確実な進捗を図

るなど、経営革新を中心とした総合的・集中的支援を行う。また、経営一般や国・県

施策の活用等の各種相談に応じるため、経営革新アドバイザーを配置する。さらに、

窓口相談で対応できない専門的な事項に対しては、専門家（＊下記参照）の企業への

派遣や関係機関の紹介を実施するなど、あらゆる相談に対応できる体制の構築を図る。

＊登録している専門家（約８０名）

中小企業診断士、技術士、ＩＴ専門家、税理士、公認会計士、弁理士 など

②施策ＰＲ、電子商取引、取引あっせん機能等の強化

機関誌やガイドブックによる県や国の施策の紹介を実施するなど施策ＰＲ機能を

充実する。また、ＩＴを利用した中小企業の販路拡大のため「電脳商社」の運営を行

うほか、個々の中小企業の条件に見合った受発注企業の紹介等、取引推進機能の強化

を行う。

③中小企業振興センターを中心とした連携体制の整備

中小企業に対してワンストップサービスの提供が行えるよう県内の各中小企業支

援機関と相互連携体制の強化を図る。

(ｱ)ふくおかＩＳＴとの連携

新技術・新産業の創出を促進するため、県内企業の研究開発から事業化までを

一貫して支援する中核的支援機関として、ふくおかＩＳＴを位置付けている。こ

のため、中小企業振興センターで行う経営革新支援と連携し、計画承認企業等で

技術力を有し将来性の見込める企業については、ふくおかＩＳＴにおける「フク

オカベンチャーマーケット」の活用などにより、投資家等ビジネスパートナーと

のマッチングによる資金調達、販路開拓、技術提携などの場の提供に努める。



６

(ｲ)工業技術センターとの連携

工業技術センターは、中小企業に対する技術・研究開発支援の面で中核的役割

を果たしている。このため、同センターと密接に連携しながら技術・研究開発に

関する助言、指導などを行う。

(ｳ)商工会・商工会議所との連携

商工会・商工会議所は、中小企業者にとって最も身近な相談窓口としての役割

を担うものである。このため、経営指導員の意識改革・能力向上を図ることによ

り支援機能を強化するとともに、各中小企業支援機関と相互に協力しながら中小

企業支援施策の活用を図り、中小企業の経営改善・経営革新を推進する。

(ｴ)中小企業団体中央会との連携

中央会は、組合の設立や企業間の連携に対する支援などを担っており、中小企

業振興センターにおける個別企業の支援と相互に連携・補完しながら、より効果

的な支援を行うことに努める。

(ｵ)（財）北九州産業学術推進機構との連携

北九州産業学術推進機構は、北九州市における中小企業支援事業の中核を

担う機関であり、窓口相談事業及び専門家派遣事業等を行っていることから、連

携・協力を図ることにより支援機能の強化に努める。

(ｶ)知的所有権センターとの連携

知的所有権センターと連携しながら、知的財産権の保護、活用に関する中小企

業の取組みの多面的な支援に努める。

(ｷ)中小企業基盤整備機構九州支部との連携

中小企業基盤整備機構では、高度な専門性と知見を有する専門家により、中小

企業の発展段階に応じた支援を行っていることから、連携・協力を図り支援機能

の強化及び効率化に努める。

(ｸ)民間専門家との連携

民間専門家は、中小企業への診断助言を行っていることから、各支援機関に対

する十分な理解を促進し、県、国の施策がより効果的に実施されるよう努める。

（２）（財）福岡県産業・科学技術振興財団（ふくおかＩＳＴ）

ふくおかＩＳＴは、地域新産業創出のシーズとなる経営資源の発掘、情報収集に

よる情報基盤の整備等により、新事業支援機関相互の連携を図るとともに、企業等

に対する総合窓口機能を担い、各種支援事業の拡充に努めている。

具体的には、産業・科学技術に関する情報収集提供事業、研究交流事業、研究開
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発支援や、産学コーディネートプログラム事業、新産業創出のためのベンチャーマ

ーケット事業等を実施する。

（３）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、商工会議所に経営指導員、記帳専任職員等を配置し、中小企業の経営改善

普及事業などのための実施体制の運営を支援する。また特に、多様化、高度化する中

小企業の相談に的確に対応できるように経営指導員に対する研修制度を拡充し指導力

の向上を図る。

②中小企業団体中央会

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。また組織化専門機関としてのノウハウを活かし、企業連携を推進

する。

③商店街振興組合連合会

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。

３ 事業の概要

（１）経営指導・支援

①中小企業振興センターによる支援 83,289 千円（97,309 千円)

■相談事業 32,223千円（ 37,348千円）

中小企業者や創業者の抱える種々の経営課題の解決や中小企業に不足する人

材、情報、資金等の経営資源の円滑な確保を支援するため、中小企業振興セン

ターの「経営革新センター」に配置した経営革新アドバイザー等が窓口相談を

実施する。

■専門家派遣事業 29,409千円（29,406千円）

中小企業者や創業者の抱える種々の経営課題の解決や中小企業に不足する人

材、情報、資金等の経営資源の円滑な確保の支援に加えて、技術力の向上等、

より高度な経営課題の解決のため、民間専門家等を中小企業へ直接派遣し、診

断・助言等を実施する。

■施策ＰＲ等事業 21,657 千円（30,555 千円）

中小企業施策の普及啓発、活用促進のためのガイドブック等を作成するとと

もに、中小企業者や創業者等を対象とするセミナー等を開催する。
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下請中小企業の自立化など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、地域見本市出展による販路拡大の支援等を実施するとともに、

様々なビジネス情報を機関紙等を通じ提供する。

県内中小企業の海外進出を支援するため、海外の公的な貿易・投資機関との

交流、海外現地調査や専門家を招いた研修会、勉強会等を開催する。

②商工会・商工会議所による支援 4,001,312 千円（4,002,333 千円)

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、研修制度の拡充、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。

③中小企業団体中央会による支援 228,876 千円（227,061 千円)

個々の中小企業に不足する経営資源を補うため、中小企業の組織化を促進する。

そのため、中央会指導員の人材育成、先進的な取り組み事例や官公需に関する情

報等にかかる調査、機関誌による情報提供等を通じて事業協同組合等の設立・運

営支援及び企業組合による創業、起業支援等を実施する。

また、新技術、新商品開発や新事業分野、新市場開拓などの新たな取り組みを

支援するため、中小企業等による戦略的ネットワークの形成を支援する。

（２）経営革新の促進

①経営革新の促進 7,056 千円（4,815 千円)

中小企業振興センター内の「経営革新センター」において、経営革新アドバイザ

ーが中小企業の経営革新計画の策定から実施まで一貫した支援を行うとともに、経

営革新に関するセミナー等の開催により、中小企業の経営革新への取り組みを促進

する。

②経営革新支援（補助） 35,000 千円（39,000 千円)

中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を受けた県内中小企業者

が行う新商品・新サービス・新技術の開発及び販路開拓事業や企業連携による新た

な事業展開等に対し､その必要経費の一部を助成することによって、中小企業の経営

革新を実施を支援する。

（３）情報化支援 32,308 千円（30,738 千円)

中小企業振興センターが運営するインターネットサイト「電脳商社」の企業間取

引市場（ＢｔｏＢ）、福岡よかもん市場（ＢｔｏＣ）により、ＩＴを利用した中小

企業の販路拡大を支援する。企業間取引市場においては、受注企業情報等を掲載し、

自動車産業をはじめとした県内中小企業の取引拡大を図る。福岡よかもん市場にお
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いては、県内の特産品等を販売するショッピングモールを構築、中小企業の販路拡

大を支援する。

（４）金融支援【省略】

（５）技術指導・支援

①工業技術センターによる支援 385,341 千円（408,983 千円)

県内に４つの研究所を持つ工業技術センターにおいて、研究開発、技術指導・相

談、試験分析等を通じて地域企業に対して技術面からの支援を行う。

■研究開発

企業のニーズを踏まえたテーマ設定のもと、共同研究の実施等により技術の移

転・普及を進める。

■技術相談・指導

企業の技術的課題の解決や、技術の改良・高度化、試作支援等を実施する。

■依頼試験・設備開放利用

企業から依頼のあった製品・材料等の性能評価試験、研究開発・試作のための

設備開放を実施する。

②ふくおかＩＳＴによる支援 合計 70,909 千円（75,931 千円)

中小企業新事業活動促進法の規定による同意を受けた中核的支援機関（ふくおか

ＩＳＴ）が県内に蓄積された産業資源を活用し新たな事業を創出することを目

的に実施する助言・指導、創業支援、研究開発支援等の下記事業に対して助成を行

う。

■科学技術交流事業 399 千円（398 千円)

科学技術に関する研究交流活動を促進するためのフォーラム、研究セミナー

を開催する。

■産学官共同研究事業 63,115 千円（66,290 千円)

産学官共同研究開発事業を支援するとともに、産学官共同研究開発事業につ

ながる研究者の有機的連携を推進するための出会いの場を提供する。

■産学コーディネートプログラム事業 7,395千円（9,243千円)

企業の技術力強化を図るため、産学コーディネータを配置し、積極的に県内

企業及び大学等の研究機関へ出向き、技術ニーズ、研究シーズを把握し、産学

官共同研究のコーディネートや研究成果の実用化に向けてのマッチングを行う。

③その他

■ものづくり基盤技術強化事業 30,114 千円（30,789 千円)
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ものづくり基盤技術・技能を支える人材の育成・確保、技能の継承、先進的

な取り組みの普及等を図り、本県のものづくり産業の振興を図る。

「福岡ものづくり産業振興会議」を中核として、高度技能者を生産現場に派

遣するアドバイザー事業、ものづくりシンポジウム等の交流・連携事業を実施

する。

■ナノテクノロジー戦略事業 44,620 千円（36,639 千円)

ナノテクノロジーに係る県内の知的・産業集積を核に大学や産業界の交流・

連携のもと、今後の産業の共通基盤技術であるナノテクの推進を図る。

「福岡ナノテク推進会議」を中核として、ナノテク製品・技術の見本市、セ

ミナー等の交流連携事業、研究開発助成事業、超精密・微細加工計測技術の高

度化支援等の事業を実施する。

■知的所有権活用促進事業 16,509 千円（18,896 千円)

特許流通アドバイザーや特許情報活用支援アドバイザーにより特許流通や特

許情報の活用の支援を行うとともに、日本弁理士会と連携して中小企業に不足

する知的財産実務所を育成するためのセミナー、未活用特許活用のための特許

ビジネス市、啓発・交流連携のためのフォーラムなどを実施する。

■デザイン振興事業 6,585 千円（6,675 千円)

全国有数のデザイン業の集積を活用して、県内中小企業の企画・開発力を強

化することで、製品・サービスの高付加価値化を図り競争力のある企業の育成

に努める。

「福岡県産業デザイン協議会」を中核として、県内企業とデザイン関係者の

交流を促進し、企業のデザイン力の向上を図るため、優れた商品の表彰事業（福

岡産業デザイン賞）、デザイン開発ワークショップ、デザイナーの企業派遣等を

実施。

（６）地場産業の振興

■地場産業新展開支援事業 24,517 千円（39,398 千円）

地場・伝統工芸産地内における技術ポテンシャルの高い意欲ある中小企業を

対象に、地域の特性を活かした製品の魅力を高め、全国更には海外のマーケッ

トにおいても通用する高い評価（ブランド力）の確立に向けた取組み（デザイ

ン開発・新製品開発、海外販路開拓等）を支援する。

（７）ファッション産業の振興

■福岡アジアファッション産業振興事業 21,480 千円（4,574 千円）

ファッション産業に係る人材の確保・育成、ビジネス機会の拡大等により、

ファッション産業の振興を図り、アジアにおけるファッション産業拠点化を目

指す。

産学官で構成する「福岡アジアファッション拠点推進会議」を中核として、
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コレクションやコンテストの開催、インターンシップ事業を実施する。

（８）商店街の活性化

■中心市街地商店街にぎわい創出戦略モデル事業 8,056千円（16,057千円）

活性化の成功事例としての可能性が高い商店街を対象に、地権者、地域住民

を巻き込んだ中心市街地商店街全域を対象とする「にぎわい創出」に向けた戦

略的な活動に対して支援をする。

■中心市街地商店街にぎわい創出がんばろう会事業 4,974千円(5,027千円)

地域の歴史・伝統・文化を担い、コミュニティの場を提供する「地域の顔」

として機能してきた商店街の自助努力や創意工夫を凝らした商店街活性化への

取組を促進する。

■中心市街地商店街にぎわい創出支援事業 11,055 千円（10,737 千円）

ＮＰＯ等地域団体との連携の下、「にぎわい創出」に向けた地域の特性や創

意工夫を活かした活性化策を支援することにより、商店街と地域との連携を促

進する。

■商店街・出店希望者合同マッチング事業 1,561 千円(1,561 千円)

空き店舗を抱える商店街と全国の出店希望者との合同面談会を実施し、空き

店舗の新規出店を促進する。

■中心市街地商業活性化推進事業 2,276千円(2,612千円)

中心市街地活性化のために中小企業振興センターに造成した基金（５億円）

の運用益及び同額の県補助金により商工会等が実施する広域ソフト事業等に対

して支援を行う。

■商店街振興組合指導事業 7,393千円(7,046千円)

商店街振興組合の活性化を図るために、福岡県商店街振興組合連合会が行う

指導事業、研修会事業、調査・研究事業等に対して助成する。

■中心市街地商店街環境整備促進事業 1,966千円(45,071千円)

中小商業の経営の安定と地域経済の活性化を図るため、商店街等が行う街路

灯整備などの環境整備事業に対して支援する。

（９）その他

①北部九州自動車１５０万台生産拠点推進事業 122,801千円(139,113千円)

地場企業の自動車関連産業への新規参入及び受注拡大を支援するため、人材育成、

技術支援、取引拡大の強化に取り組む。

■人材育成の強化

製造基盤技術である金型・めっき・ゴム・プラスチック技術等の中核人材や

３次元設計技術者の育成を実施する。
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■技術支援の強化

新たな生産技術等の産学官共同研究の推進や生産技術の高度化支援、生産カ

イゼン集合研修を実施する。

■取引拡大の強化

一次部品メーカーとの橋渡しを行う自動車産業参入アドバイザーによる支援

や商談会、講習会等を実施する。

②システムＬＳＩフロンティア創出事業 30,000 千円（45,000 千円)

ベンチャー企業等が行うシステムＬＳＩに関する新規の技術開発、製品開発に対

して助成を行う。

③バイオベンチャー等育成事業 40,000 千円（40,000 千円)

バイオテクノロジー及び関連分野で新製品、新技術の開発を目指して行う研究開

発に対し助成を行い、支援する。

④ロボット開発技術力強化事業 15,000 千円（20,000 千円)

次世代ロボットに必要な基盤技術開発やシステム開発に対し助成を行い、実用化

を支援する。

⑤小規模企業者等設備貸与事業円滑化事業 62,124 千円（29,279 千円)

中小企業振興センターで実施する小規模企業者等設備貸与制度における利用者の

割賦損料負担増を軽減するため、設備貸与事業の貸倒に備えた引当金積立に対する

助成を行う。

⑥フクオカベンチャーマーケット事業 42,015 千円（54,373 千円)

ベンチャー企業の資金調達・販路開拓面等を支援するため、ベンチャー企業

と投資家、商社、メーカー等のビジネスパートナーとのマッチングの場を定期的に

提供する「フクオカベンチャーマーケット」を実施する。


