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平成２０年度佐賀県中小企業支援計画の概要 
１．本県経済の動向 

本県の経済動向は、鉱工業生産指数や企業倒産の動向等を見ると、依然厳しい面もあ

るが、一部の明るい兆しが継続している状況である。雇用情勢は依然として全国との格

差があり、個人消費は弱い動きで推移している。 

 

２．本県の中小企業支援施策の基本方向 

経済の持続的な発展と雇用の創出を最優先課題として、具体的には下記の３本柱で事

業に取り組む。取組としては、九州経済の牽引役を果たしている自動車産業への県内中

小企業の新規参入や取引拡大への支援を行っていくほか、本県が全国に先駆けて実施し

たトライアル発注事業については、他県と連携し、より一層の販路開拓につながる支援

を行うなど、県内中小企業のニーズに対応した事業の実施に努めることとする。 

（１） 創業・ベンチャーの創出と新産業の創出 

県内の創業やベンチャー企業の育成を促進するため、創業から研究開発、商品

化・事業化、販路拡大に至るまでの一貫した支援を行う。また、佐賀県立九州シン

クロトロン光研究センターについては、県有ビームライン増設等による施設の機能

充実や県内企業利用料金減免などにより利用促進を図る。 

（２） 中小企業の経営基盤の強化 

県内中小企業が十分にその能力を発揮できるよう、佐賀県地域産業支援センター

（以下、「県支援センター」という。）や中小企業関係団体等が連携して資金供給や

診断助言等を行うサポート体制の充実を図る。 

資金需要への対応としては、県制度金融や担保、保証人に依存しない短期間での

資金調達が可能な融資制度などを継続実施する。 

（３） 市街地の再生と魅力ある商業の振興 

市街地の賑わい拠点づくりへの地元関係者の意欲的な取組を支援するとともに、

空き店舗活用や各種ソフト事業を通じた賑わい再生に向けた商店街の取組に対し

て支援を行う。 

 

３．支援事業の実施体制 

引き続き、県支援センターを中核的支援機関として位置付け、中小企業関係団体や

試験研究機関等と連携を強化しつつ、中小企業の支援を行う。 

 

４．事業の実施方法 

   支援成果の把握を次の３つの視点から総合的に捉え、対象企業の支援を行う。 

① 目標達成度 ②経営業績等の向上 ③企業の満足度 
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第１ 本県経済の動向 

 

本県経済の動向を見ると、平成 19 年の鉱工業生産指数（平成 12 年=100）は 120.5 と、

5 年ぶりに前年を下回ったものの、九州(111.6)・全国(107.4)と比較して高い水準を維

持しており、設備投資も前年度を上回る見通しである。 

平成 19 年の大型小売店販売額は、全店で 4年ぶりに前年を上回ったものの、足元で弱

い動きがみられる。 

平成 19 年の有効求人倍率及び新規求人倍率は、5年連続で前年を上回りそれぞれ 0.70

倍（前年 0.64 倍）、1.07 倍（同 1.02 倍）となったものの、このところ緩やかな改善の

動きに足踏みがみられる。 

平成 19 年の企業倒産は、件数で前年比 48.9 ％、負債総額で前年比 243.3 % のブラ

スとなり、倒産件数・負債総額とも 4 年ぶりに増加している。 

このように、本県の景気は、全体として、依然厳しい面もあるが、一部の明るさが継

続している状況である。 

 

 

第２ 本県の中小企業支援施策の基本方向 

 

１．総論 

本県経済の動向から、県としては経済の持続的な発展と雇用の創出を最優先課題とし

て取り組まなければならない。 

  そのためには、県支援センターや商工会等の中小企業関係団体、県工業技術センター

等の試験研究機関等が互いに連携を図りながら、創業・ベンチャーの促進、新産業の創

出、中小企業の経営基盤の強化及び魅力ある商業の振興のための支援に取り組むことで、

企業の市場への新規参入、新市場の形成、消費の拡大等を促進する必要がある。 

  また、平成 20 年度の中小企業対策の取組としては、九州経済の牽引役を果たしている

自動車産業への県内中小企業の新規参入や取引拡大をさらに推進するため、人材育成を

行っていくなど、県内中小企業のニーズに対応した中小企業対策の実施に努めることと

する。 

 

２．施策として取り組むべき柱 

  県内中小企業を取り巻く厳しい環境の変化に対応しつつ、佐賀県産業を切り拓き、本

県産業が持続的に発展し、多様で魅力ある雇用の創出を図っていくため、次の３本の施

策を柱に取り組む。 

（１）創業・ベンチャーの促進と新産業の創出 

 ① 現況 
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直近の本県の開業率・廃業率の動向を見ると、開業率が 3.5%、廃業率が 3.7%となっ

ており、廃業率が開業率を 0.2%上回っている。廃業率が開業率を上回っているのは全

国的な動向となっている。 

ベンチャー企業については、企業数は少ないものの、卵の殻を利用してグランド用

白線や野球用すべり止めなどの製品を開発した企業や、高品質のカーオーディオ機器

を開発した企業など独創性が高く、成長が見込まれる企業が存在している。 

さらに、鳥栖市に整備した佐賀県立九州シンクロトロン光研究センターについては、

産学官連携による研究開発交流拠点として、半導体、ナノテク、バイオ、新素材等の

多分野での利用が期待される。 

 ② 取組 

このような現状を踏まえ、本県経済のダイナミズムを高めるため、県内の創業やベ

ンチャー企業の育成を促進することとし、創業支援、研究開発、商品化・事業化、更

には販路の拡大に至るまでの一貫した支援を行うなど支援施策の強化を図っていく

こととする。 

まず、創業支援としては、平成 17 年 6 月から「佐賀県創業支援ネットワーク」を立

ち上げており、県支援センターや商工会・商工会議所等と十分な連携をとりながら取

り組む。 

第二に、研究開発支援としては、工業技術センター・窯業技術センターなどの試験

研究機関において、佐賀県が有する試験研究資源等を効果的・効率的に活用して、実

用化技術開発など中小企業等のニーズに対応した試験研究を行い、その成果を速やか

に社会へ還元する体制を強化しているところである。 

また、県支援センターにおいては、大学等との連携を深め産学官の共同研究を促進

するためのコーディネート活動を実施し、佐賀県立九州シンクロトロン光研究センタ

ーにおいては、ユーザー獲得のための企業訪問等による利用促進活動やトライアルユ

ース制度により幅広いユーザーの獲得を図る。 

第三に、商品化・事業化支援としては、引き続き県支援センターにおいて大学等研

究機関の技術シーズと企業ニーズの蓄積を進め具体的なシーズとニーズのマッチング

に取り組むとともに共同研究の国プロジェクトへの提案の支援を行う。 

第四に、販路開拓の支援としては、引き続きトライアル発注事業、トライアル倶楽

部事業を実施するとともに、平成 19 年 2 月に本県が中心となって設立された「トライ

アル発注全国ネットワーク」を活用することにより、他県と連携し、大都市圏での合

同展示会を開催するなど、より一層の販路開拓につながる支援を行う。 

   また、新製品開発や販路開拓の支援策として、独立行政法人中小企業基盤整備機構

の地域中小企業応援ファンドを活用したさが中小企業応援事業を今年度取り組むこと

としており、ベンチャー企業の創出及び新製品・新技術の開発・販売の促進を図る。 
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（２）中小企業の経営基盤の強化 

  本県の景気は依然として厳しい面があるが、その中で県内中小企業が持続的発展を遂

げていくためには、経営環境に適した方向に経営の舵取りを行う必要があるので、事業

活動の積極的取組みを惹起するなど中小企業の経営力を強化するための的確な助言・支

援を行う必要がある。 

このため、総合的な経営力向上等の経営基盤強化や、情報化・国際化といった事業環

境の変化への対応に意欲的に取り組む企業に対し積極的な支援を行い、地域産業・経済

をリードする企業の育成、活性化を図る。 

具体的には、県内中小企業が十分にその能力を発揮できるよう、県支援センターや中

小企業関係団体等が連携して資金供給や診断助言等を行うサポート体制の充実を図り、

企業の経営革新や経営基盤の強化を促進する。 

企業の資金需要への対応としては、固定金利で長期の事業資金を融資する制度金融を

引き続き実施するとともに、県と県信用保証協会、金融機関が連携した融資制度として、

無担保・第三者保証人不要・迅速な保証審査で運転資金を融資する「がんばる企業支援

資金」、及び、大型の設備資金を融資する「設備投資支援資金“アタック”」を継続実施

する。 

また、販路・市場の開拓や企業間取引の拡大を図るため、取引斡旋や企業間交流等を

促進するとともに、企業等が容易に情報を得られるよう、県支援センターを中心に支援

施策等に関する情報や県内企業情報に関するデータベースを作成する。特に、九州経済

の牽引役を果たしている自動車産業への県内中小企業の新規参入や取引拡大を図るた

め、個別企業のニーズに合った重点支援チームの結成や商談会の開催、地場中小企業の

受注能力の向上などの支援を実施するとともに、自動車産業に携わる人材の量的確保や

優れた技術者の育成に取り組む。 

さらに、経済のグローバル化の潮流の中で、これを事業機会の拡大につなげるため、

国際化に対応した人材の育成、海外取引情報の提供や、貿易相談の実施などにより、中

小企業の国際経済活動の活発化を促進する。 

 

（３）市街地の再生と魅力ある商業の振興 

空洞化が進行する中心市街地については、商店街・商業者を中心に地元関係者が一体

となって取り組む意欲ある地域を重点的に支援することにより「市街地再生の成功事

例」を創出するとともに、地域のまちづくりと一体となった商店街の活性化を図る。 

具体的には、中心市街地の賑わい拠点づくりなど、地域が一体となって戦略的に進め

ていく取組を総合的に支援するとともに、空き店舗活用や各種ソフト事業を通じた賑わ

い再生に向けた商店街の取組に対して支援を行う。 
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第３ 支援事業の実施体制 

 

１．県支援センターの実施体制 

本県においては、中小企業支援法第７条第１項の規定による特定支援事業を行う法人

として財団法人佐賀県地域産業支援センターを指定しており、同センターを中小企業の

経営資源確保のための支援拠点として位置づけ、各支援機関との連携のもと中小企業者

等に対する経営の診断、助言、相談等の支援をきめ細かく提供するワンストップサービ

ス体制をとっている。 

（１）指定法人の概要 

① 名称  財団法人佐賀県地域産業支援センター（佐賀市鍋島町大字八戸溝 114 番地） 

② 設立  昭和 42 年 10 月 24 日（統合 平成 8 年 4 月 1 日） 

  

（２）支援体制 

① マネージャーの配置  

マネージャー１名を配置し、民間での豊富な経験やノウハウ等をもとに、支援の対

象である企業の立場に立って、創業・ベンチャー企業の育成、新事業展開支援及び販

路開拓支援など企業の訪問から助言、施策への提言など幅広い活動を行う。 

② 窓口相談の充実 

   総合相談窓口に専任のアドバイザー及び職員を配置し、企業の設立準備や資金の

調達など、中小企業者からの多様な相談に応じる。 

③ 運営会議の設置 

   運営会議は、県支援センターの各チームの支援活動の状況について、情報を共有化

することにより、各企業の支援に関しての参考にするとともに、相互連携を促進する

ことを目的として設置する。 

④ 県支援センターを中心とした連携体制の強化 

中小企業者等に対して効果的に支援するため、県支援センターを中心に、各支援機

関との連携の強化を図る。そのため、次の取組みを行う。 

ア 中小企業・ベンチャー総合支援センター九州との連携 

イ 県内中小企業支援機関等との連携 

 

２．中小企業関係団体の実施体制 

（１）商工会・県商工会連合会・商工会議所 

県内 23 か所に設置されている商工会、同じく 8か所に設置されている商工会議所は、

当該地区の小規模事業者の経営改善発達を図るため、個別の相談・指導を中心とした経

営改善普及事業を実施する。 
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（２）経営革新支援アドバイザーセンター 

  県内２か所（佐賀商工会議所、佐賀県商工会連合会）に設置されている経営革新支援

アドバイザーセンターでは、創業を予定している者や経営革新を目指す中小企業に対す

る相談に応じる。 

 

（３）県中小企業団体中央会 

県中小企業団体中央会は、県内の組合等の設立指導や組合の運営を支援するための情

報提供や調査研究等の事業を実施する。 

 

（４）県商店街振興組合連合会 

  商店街振興組合法に基づく県連合会として、商店街振興組合の指導や商店街の近代化、

活性化のための講習会や研修会を実施する。 

 

 

第４．事業の実施方法 

 

１． 事業の成果の向上 

（１）支援対象企業の選定と評価 

支援対象企業は、経営向上を目指す意欲ある中小企業であって、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手続きをとるものとする。

また、専門家派遣事業については、その実施結果について支援対象企業から報告書等の

提出を求め、事業効果の評価を行うとともに、その後の状況について適時フォローアッ

プを行う。 

 

（２）支援事業者（民間専門家）の選定と評価 

人材、資金、マーケティングなど中小企業の経営資源の確保に関して、専門的な知識

や技術を有する支援事業者（民間専門家）の募集等を行い、支援人材データベースの充

実を図る。また、支援事業者による診断・助言の結果については、専門家派遣事業にお

ける報告書等を活用して評価を行い、支援人材データベースに反映する。 

 

（３）支援成果の把握 

  概ね次の３つの視点から総合的に捉えることとする。 

① 目標達成度 

支援対象企業の多様な支援ニーズが達成されたか否かに着目した評価を行う。 

② 経営業績等の向上 

売上の上昇、利益率の上昇や雇用の増など、企業の経営業績を客観的に示す指標
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に着目した評価を行う。 

③ 企業の満足度 

支援対象企業の顧客満足度（ＣＳ）に着目した評価を行う。 

 

（４）事業広報及び広聴活動 

県支援センターが行う中小企業支援事業の実施に当たっては、多くの中小企業者によ

る事業の利用を呼びかけ、新聞・雑誌の広告、イベント、講習会、インターネット等を

活用して可能な限り多くの機会に広報を行い、中小企業、民間支援事業者、中小企業支

援関係機関にその事業内容を周知する。 

 

２．本県における中小企業支援に係る主要施策 

（１）創業・ベンチャーの促進と新産業の創出に対する支援 

① 支援体制の整備 

創業等支援拠点活動促進等事業            28,313 千円（62,249 千円） 

財団法人佐賀県地域産業支援センターが、創業・ベンチャー、経営革新を目指す

中小企業者等が経営ノウハウ、人材等のソフト面の経営資源を円滑に確保できるた

めのワンストップサービスを提供し、また、中小企業の新たな事業活動の促進に関

する法律に基づく中核的支援機関として、佐賀県工業技術センターをはじめとする

その他の新事業支援機関と連携して支援活動を円滑に推進するため、次の事業を行

う。 

・マネージャーの設置、窓口相談の実施、専門家の派遣、ベンチャー交流ネット

ワーク（異業種交流）の開催 

② 資金調達のための支援 

創業支援貸付(県制度金融の中小企業特別対策資金)   210,000 千円(124,000 千円) 

(ｱ)独立開業資金 

開業しようとする事業に対し、同一事業に１年以上従事していた者、法律上

の資格を有する者、又は公的機関が主催する起業家育成研修若しくは公的職業

能力開発施設において技能等を修得した者の開業に対し、必要資金の５分の４

以内を低利・長期で融資する。 

    (ｲ)創業資金 

事業を営んでいない個人または会社（事業を営んでいない個人により設立さ

れた会社に限る。）であって、創業しようとする者又は創業後１年以内の者に

対し、自己資金の範囲内を限度として、低利・長期で融資する。 

③ 研究開発のための支援 

ア シンクロトロン光応用研究施設整備事業    1,890,105 千円(1,294,500 千円) 

産学官連携による研究開発の拠点として、「佐賀県立九州シンクロトロン光研究セ
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ンター」を整備し、そこから生まれる産業応用研究の成果を活かして、地域産業の

高度化や新産業の育成を図る。 

イ 県支援センターにおける研究開発室の貸出                  

新製品新技術の開発（ソフト開発を含む）等に取り組む県内の中小企業等に対し、

研究開発室の貸出（６室）を行う。 

また、県支援センターのマネージャー等がインキュベーションマネージャーとし

て、入居企業に対する助言等のソフト支援を行うこととする。 

  ウ さがフロンティア開拓共創プロジェクト事業     18,292 千円(21,026 千円) 

    産学官による共同研究体から佐賀県経済をリードするものとして戦略的に選択し

た産業分野における革新的研究テーマを公募し、優秀な提案に対して支援する。 

 ④ 販路拡大のための支援 

ア 際立つ佐賀・県外見本市出展支援事業         5,000 千円(5,000 千円) 

      新製品等の県外見本市への出展経費に対して補助することにより、新産業戦略の

推進を図る。 

イ トライアル発注事業               15,850 千円（21,812 千円） 

    県内の中小企業等が開発した製品等について、県の機関が試験的に発注し、また、

使用後は当該製品等の有用性を評価し、官公庁での受注実績をつくることにより、

県内中小企業等の販路開拓を支援する。 

ウ 大都市圏販売力強化支援事業           39,733 千円（66,130 千円） 

    県内事業者の営業力や販売力を強化し、大都市圏の小売店において県産品の販売

活動と情報発信の場を確保することにより、県産品の販路拡大につなげていく。 

(ｱ)卸売業を通じた販路拡大 

       問屋機能を有する卸売企業への効率的な働きかけにより、大都市圏での販売促

進を図る。 

      ①卸売企業への継続した県産品の商品提案及び情報収集  

(ｲ)事業者育成セミナー 

       各種専門家を講師に招き、販路拡大に必要な知識、情報の業者の意欲及びスキ

ルアップを図る。 

      ①専門分野 商品開発、品質管理、販売方針、物流、卸売業事情、小売業事情

等 

(ｳ)佐賀県特産品商談会 

佐賀県内において、県内事業者が小売業、卸売業担当者に積極的に商品提案を

行う商談の場を提供することで、県産品の販路拡大を図る。 

     (ｴ)全国見本市 

       多くの小売業、卸売業関係者が来場する全国見本市等に佐賀県ブースを設け、

県内事業者に商談の機会を提供することで、県産品の販路拡大を図る。 
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      ①ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄﾄﾚｰﾄﾞｼｮｰへの出展等 

(ｵ)県産品販売コーナー設置 

大都市圏の小売店において県産品の販売活動と情報発信の場を確保すること

により、県産品の認知度及びポジショニングを高めるとともに、定番商品とし

ての取扱いを目指す。 

 

（２）中小企業の経営基盤の強化に対する支援 

① 中小企業の経営資源強化の確保支援に対する体制整備 

ア 創業等支援拠点活動促進等事業                   （再掲） 

  イ 下請中小企業振興対策事業費補助           4,965 千円(9,588 千円) 

    下請取引の円滑化を促進し、下請中小企業の振興を図るため、（財）佐賀県地域産

業支援センターが行う下請取引の紹介・あっせん、情報の収集・提供等に対し補助 

する。 

ウ 自動車産業振興事業                 6,285 千円(10,304 千円) 

    県内中小企業が自動車産業に参入していく場合の課題の解決のために、講習会の

開催やマッチング・設備投資に対して支援を行うことで、自動車関連取引の拡大や

新規参入を促進する。 

エ 自動車産業人材育成事業                17,267 千円（新規） 

県内中小企業が自動車関連企業との新規取引の開拓及び取引拡大を促進するため、

人材の量的確保と優れた技術者の育成に取り組む。 

② 小規模企業の経営改善に対する体制整備 

  小規模事業経営支援事業費補助          1,096,914 千円(1,192,705 千円) 

    商工会議所、商工会、佐賀県商工会連合会が行う経営指導員の設置等の経営改善

普及事業に対し補助する。 

③ 中小企業の組織化に対する体制整備 

  中小企業連携組織対策事業                96,530 千円(99,399 千円) 

    中小企業等協同組合等の指導連絡団体である県中小企業団体中央会の行う中小企

業連携組織対策事業に対して助成を行い、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 中小企業の技術高度化に対する支援 

ア 訪問技術指導事業                    256 千円(336 千円) 

佐賀県工業技術センター、佐賀県窯業技術センターの研究員が、計画的に企業を

訪問し、各企業の生産現場において技術指導等を実施する。 

イ 技術ワークショップ事業               2,945 千円(3,855 千円) 

研究会方式による研究開発手法の指導や技術的な相談・指導等を行う。 

ウ 知的所有権センター事業               4,746 千円(6,467 千円)        
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工業所有権を利用した県内企業の技術力向上、製品開発を支援する。 

エ シンクロトロン光応用研究施設整備事業               （再掲）        

オ 際立つ佐賀・たくましい佐賀企業づくり支援事業    5,000 千円(5,000 千円) 

県内に事業所を有する中小企業等が行う新技術の開発、製品の開発・試作に関す

る研究、品質・生産性の向上に関する研究、ソフトウェア・システムの開発に関す

る研究等の事業に対して補助する。 

  カ 際立つ佐賀・デザイン技術高度化支援事業       2,500 千円(3,000 千円) 

    県内中小企業等がデザイナー等専門家と協働、もしくは社内やグループでプロジ

ェクトを形成して行う新商品のデザイン開発に対して補助する。 

  キ さがフロンティア開拓共創プロジェクト事業             (再掲) 

 ⑤ 中小企業の経営革新に対する支援 

経営革新計画の承認を行うとともに、承認後の企業の取組みのフォローアップ

を行い、中小企業等の創意ある向上発展を図る。 

  中小企業経営革新支援事務費              1,335 千円(2,808 千円) 

⑥ 中小企業の経営安定化等に対する支援（資金調達の円滑化） 

ア 中小企業事業円滑化資金           2,453,000 千円(2,726,000 千円) 

中小企業者の経営の合理化、安定強化を図るための低利融資を行う。 

イ 中小企業特別対策資金             1,004,000 千円(664,000 千円) 

中小企業者のための特定施策の推進に係る低利融資を行う（経営革新支援貸付、

経営安定化貸付）。 

ウ 信用保証料補給事業                84,338 千円(88,232 千円) 

    中小企業者の負担軽減を図るため、信用保証料の一部を補給する。 

エ がんばる企業支援資金               14,190 千円(27,910 千円) 

  県内企業の経営の安定や強化を図るため、県、県信用保証協会、県内金融機関が

連携し、無担保・第三者保証人不要・迅速な保証審査による融資を行う。 

オ 設備投資支援資金“アタック”           13,851 千円(14,556 千円) 

    中小企業者の設備投資を支援するため、県、県信用保証協会、県内金融機関が連

携し、大型の設備資金を融資する。 

カ 信用保証協会への損失補償            93,405 千円(107,524 千円) 

信用保証協会の保証承諾を促進し、中小企業者の倒産防止や経営革新の取組みを

支援するために、損失補償を行う。 

キ 高度化資金貸付金                   2,635 千円(5,956 千円) 

事業の共同化、集団化等のための長期・低利融資を行う。 

ク 設備貸与事業                  250,000 千円(200,000 千円) 

小規模事業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の割賦・リースを行う。 

ケ 小規模事業者等設備貸与事業円滑化事業        2,437 千円(5,355 千円) 
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貸与機関が行う設備貸与事業の円滑化を図り、利用事業者の潜在的な割賦損料負

担の増加を抑制する。 

 ⑦ 中小企業の事業環境の変化等への積極的な対応に対する支援 

  ア 情報化への対応の促進 

   情報化アドバイス事業        （財）佐賀県地域産業支援センター事業 

情報化に関する課題を有する県内企業に対し、専門家が企業を訪問し、アドバ

イスを実施する。 

イ 国際経済活動の推進 

(ｱ)貿易振興事業                   2,007 千円(1,007 千円) 

地域経済国際化実態調査事業、国際経済情報提供事業、人材育成事業を実施す

ることにより貿易の振興を図る。 

(ｲ)ジェトロネットワーク・貿易投資総合情報提供事業  7,080 千円(7,080 千円) 

貿易投資総合情報のデータベースを活用し、専門の相談員による質の高い情報

提供・相談サービスを行い、地域産業、企業の国際ビジネスの促進を図る。 

(ｳ)国際化セミナーの開催           中小企業基盤整備機構負担金事業 

独立行政法人中小企業基盤整備機構との共催により、国際化セミナーを開催し、

情報提供を行う。 

 

（３）中心市街地・中小小売商業の活性化への支援 

① 市街地再生重点支援事業                  12,562 千円(補正 26,132 千円） 

   商店街・商業者を中心に地元関係者が一体となって取り組む意欲ある地域を重点

的に支援する。 

② 街づくり計画実現化促進事業 

ア 中心市街地活性化対策支援事業            1,200 千円(3,670 千円) 

中心市街地活性化協議会の構成員たる商工会議所等が行う合意形成事業、広域ソ

フト事業等、中心市街地における中小商業の活性化に寄与する事業に対し助成する。 

イ 商店街振興組合指導事業費補助            1,687 千円(2,256 千円) 

  商店街振興組合の育成、指導のため県商店街振興組合連合会が行う商店街振興組

合指導事業に対し補助を行う。 

③ 商店街活性化対策事業 

ア 商店街再活性化推進事業費補助           10,000 千円(10,000 千円) 

商店街の賑わい再生のための空き店舗の活用や各種ソフト事業に取り組む商店

街組合等に対して補助する。 


