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平成２０年度長崎県中小企業支援計画

１ 中小企業を取り巻く状況と産業振興の基本方針

（１）県内の中小企業を取り巻く状況

我が国経済は、戦後最長を記録する景気拡大から足踏み状態にある中、アメリカの景気

後退懸念や原油価格の動向等から景気の下振れリスクに留意する必要があるが、輸出の増

加基調により、景気は穏やかに回復していくと見込まれる。

本県の経済は、受注が好調な造船や電子産業部品の部門で高操業を続けているが、原材

料価格の上昇等から造船等では収益悪化懸念が強まっている。また公共投資に加えて、住

宅投資も低調に推移しているほか、雇用・所得環境の厳しさもあって個人消費では引き続

き低調となっている。

このような中、本県の産業構造は、産業全体に占める製造業の割合が全国平均の半分と

低く、造船、一般機械、重電・電機部品などの機械金属工業に特化していることから、一

部の大企業の動向に直接影響を受ける産業構造となっている。また、雇用の面においても、

有効求人倍率が長期にわたり全国レベルを下回るという厳しい状況が続いている。

このため、本県の地域特性を活用した新たな産業分野の集積により、本県経済の活性化

を図り、雇用を創出するとともに、産業界の具体的なニーズに応じた人材育成に取り組む

必要がある。

（２）産業振興の基本方針

本県産業の基盤強化と雇用の創出を図るためには、産業の高度化、高付加価値化及び今

後成長が見込める新しい産業の創出・育成等を通じて産業構造の転換を目指す必要がある。

このため、平成１８年１０月に策定した「長崎県新産業創造構想」に掲げた「新エネル

ギー・環境産業の振興」、「医工連携による研究開発産業の創出」、「水工・農工連携の推進

による農林水産業・食品産業の高度化」、「産業界が真に求める人材の育成と供給」の４つ

の集中プロジェクトと、「自動車関連産業への本格的進出をめざす地場企業への支援」や

「情報・電子産業の振興」など６つの強化すべき取り組みを着実に推進していくことによ

り、県内産業の発展を図り雇用を創出していくこととしている。

特に、今年度、県内中小企業等が取り組む新技術・新製品の研究開発や、販路開拓、設

備投資などを支援するために、新たに総額１００億円のファンドを創設することとしてい

る。 
このため、財団法人長崎県産業振興財団を地域プラットフォームの中核的支援機関と位

置づけ、県中小企業支援センターとして、中小企業者の利便性に配慮し、経営の診断、助

言相談、情報の提供、斡旋等の事業を集約するとともに、創業、技術研究、事業化に至る

までの一貫した総合的な支援を行う。 
また、県内企業が真に必要とする人材を育て、若者の県内就職を促進するため、長崎、

佐世保の県立高等技術専門校を活用し、大学、高専、工業高校等とも連携しながら産業人

材の育成を積極的に推進するととともに、若年者や中高年者の就職対策を促進するため、

国や市町と十分な連携を図りながら、「フレッシュワーク」や「再就職支援センター」で

の事業などを引き続き取り組んでいく。



２ 事業の実施体制

（１）県の実施体制

県は、国と適切な役割分担の下、地域経済及び地域産業の実情に応じた特色ある

事業の実施に努めるとともに、商工会・商工会議所等を積極的に活用し、機能的な

予算の執行に努め、中小企業者に対してワンストップサービスの提供に努める。

（２）県中小企業支援センター（長崎県産業振興財団）の実施体制

県中小企業支援センターと位置づけている（財）長崎県産業振興財団は、中小企

業者の利便性に配慮し、経営の診断、助言相談、情報の提供、あっせん等の事業を

集約するとともに、創業からシーズの研究、技術開発、事業化に至るまでの一貫し

た総合的な支援を強化して、創業や新分野への進出等を支援する｡

また、本県においては、(財)長崎県産業振興財団を地域プラットフォームの中核

的支援機関と位置づけている。

【県中小企業支援センターの概要】

名 称 （財）長崎県産業振興財団 理事長 長崎県知事 金子原二郎

所在地 長崎本部 長崎県長崎市出島町２番１１出島交流会館６～７階

大村本部 長崎県大村市池田２丁目１３０３－８

佐世保事業所 長崎県佐世保市天満町１－２７（県北振興局天満庁舎６階） 
財団の事業

①創業及び経営革新の支援

②産学官連携その他の交流に対する支援

③研究開発資金等の助成又は

その資金の借入に対する債務保証

④創造的中小企業の資金調達の支援

⑤設備の譲渡及びリース事業並びに

設備資金の貸付

⑥設備資金の償還準備積立事業

⑦情報化支援及び情報の収集・提供事業

⑧販路開拓、取引の支援及び取引の適正化

の推進事業

⑨高度技術の開発又は経営基盤の強化に関

する支援

⑩企業等の振興のために必要な調査、研究、

診断等事業

⑪企業立地の推進

① プロジェクトマネージャー等の配置

県中小企業支援センターは、中小企業支援を効果的かつ効率的に実施するため、

長崎本部及び佐世保事業所にプロジェクト担当マネージャーを各１名配置し、その

他、長崎本部にはＩＴ担当マネージャーを１名配置している。

プロジェクト担当マネージャーは、財団が行う各種支援事業を実施し、県内の中

小企業の活性化を図る。

② 中小企業との情報交流体制の整備

県中小企業支援センターは、県レベルの中小企業支援体制の中心として、県内中

小企業者、民間支援事業者等の交流拠点としての機能の充実を図り、様々な課題に

きめ細かく対応するワンストップサービスの提供に努める。



（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）

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。

② 県中小企業団体中央会

県中小企業団体中央会は、県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。

③ 県商店街振興組合連合会

県商店街振興組合連合会は、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

県内の中小企業関係団体は、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。



３ 事業の概要 ※事業費は 20 年度当初予算額、（ ）内は 19 年度当初予算額

（１）中小企業の経営の革新及び創業の促進

① 中小企業経営革新支援事業 2,689 千円（4,385 千円）

中小企業新事業活動促進法に基づき、県内において事業を行う中小企業者等が作

成する経営革新計画に対する助言、承認及び承認後の事業進捗状況の把握等を行い、

政府系金融機関からの低利融資の調達等を支援する。

また、必要に応じて、企業インストラクター等の専門家を派遣して相談、指導等

を実施し、個別企業の経営革新計画の推進を図る。

②その他の中小企業の新事業展開支援に係る県独自の事業

ア 長崎県スタートアップ応援型ファンド事業 7,000,000 千円（ － ）

独立行政法人中小企業基盤整備機構の貸付金を活用して、財団法人長崎県産業振

興財団に総額７０億円のファンドを造成し、その運用益により、「新エネルギー・

環境産業」、「医療福祉産業」、「地域資源活用型産業」など重点５分野において、県

内中小事業者等が経営革新や創業等のために実施する研究開発や販路開拓等の取

組みに対して助成を行う。

イ 地場企業支援ファンド造成事業 3,000,000 千円（ － ）

県内中小企業の経営革新や事業拡大等を支援するためにファンドを造成し、その

運用益により、設備投資、人材確保、技術等研修を助成する。

ウ 新産業創造資金貸付事業 977,698 千円（397,814 千円）

新産業創造構想に基づく「ナガサキ型新産業」の創造と集積を図り、一定の雇用

を伴う地場企業の設備投資を強力に支援するため、同構想に定める重点５分野の対

象企業と企業振興・立地推進本部が実施する地場企業向け工場等立地促進補助金の

対象企業が必要とする事業資金を金融機関を通じ低利で融資する。

エ 連携プロジェクト研究事業 97,122 千円（107,021 千円）

環境保健・農林・水産・工業の分野を超えた多様なニーズに対応した試験研究を

進めるため、工業技術センター等７つの県研究機関の連携を基に、技術分野を融合

した産学官連携による研究を行い、豊かな県民生活の実現や県内産業の振興を図

る。 

オ 地場企業チャレンジ総合支援事業 84,254 千円（97,027 千円）

優れた技術を持った地場企業（製造業又は情報通信業に限る）が新分野への進出

や新技術の導入、事業拡大に取り組む場合に、企業が行う人材確保（技術、営業）、

技術等研修、見本市出展や設備投資に対して総合的な助成を行う。



カ 産学官連携ビジネス化支援センター事業 25,260 千円（21,394 千円）

「産学官連携ビジネス化支援センター」をハブとして活用し、産学官連携及び分野

融合により、研究成果を事業化・実用化に着実に結びつける。

キ ながさき出島インキュベータ入居者支援補助金 13,033 千円（10,357 千円）

大学連携型企業家育成施設ながさき出島インキュベータに入居するベンチャー

企業等に対して賃料補助を行い、成長を支援する。

ク 新産業ビジネス化支援事業（新商品開発支援事業） 12,418 千円（15,778 千円）

県内中小企業を中核とした２社以上の企業が連携したグループが核となって行

う、新商品・新技術開発に対して助成する。

ケ NAGASAKI 起業家大学 4,751 千円（5,023 千円）

起業を目指す個人や新規事業を計画している企業等を対象に、会社設立、事業計

画の策定、プレゼンテーションの実施等について系統立てて習得することが出来る

セミナーを開催し、起業家育成支援を行う。

コ 自動車関連産業ネットワーク構築事業 3,500 千円（ － ）

県内企業の自動車関連産業への新規参入及び取引拡大を促進するため、展示会、

商談会等に出展する長崎県自動車関連産業振興協議会の会員企業に対し、出展経費

の助成を行う。

サ ＩＳＯ認証取得支援事業 1,941 千円（2,056 千円）

県内でＩＳＯの認証を取得しようとしている企業に対して、財団がコンサルティ

ング会社の紹介や費用の融資を行い確実に取得できるよう支援を行う。

（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 47,045 千円（49,755 千円）

a.相談事業

県中小企業支援センターは、ワンストップサービスを推進するために長崎本部、

大村本部、佐世保事業所において中小企業等の相談に対して他の支援機関等と連携

し迅速に窓口相談業務に対応するとともに、中小企業診断士、税理士等の専門家を

登録し、企業の依頼により派遣する体制を整備している。

長崎本部には、創業や新事業分野進出等の各種相談について、アドバイザーを

相談窓口として配置し、各種相談に応じる。



b.専門家派遣事業

県中小企業支援センターは、中小企業者や創業者の抱える様々な経営課題の解決

及び人材、情報、資金等の不足する経営資源の円滑な支援を確保するため、豊富な

知見を有する民間の専門家を中小企業へ派遣し助言等を行う。

また、本県においては、独自に技術に関して豊富な知識と経験を有する民間企業

退職者等を企業インストラクターとして登録し、新製品・新技術開発、生産工程改

善、品質管理の向上などの指導を行う。

c.情報提供等事業

県中小企業支援センターは、中小企業者や創業者を対象としたセミナーや同様の

テーマを抱える中小企業者等を対象とした講習会、交流会を開催し、下請中小企業

振興法などを始めとする国や県の中小企業施策等の普及啓発を図るとともに、下請

中小企業の販路拡大を図るため、月刊誌「情報サンテックス」の発刊などにより、

下請企業の発注開拓や製品等の情報提供を行う。

また、県外登録発注企業を積極的に訪問し、新規発注企業の開拓、発注情報の収

集及び提供に努めるとともに、県内誘致企業との連携を深めて新規発注分野の開拓

等に努める。

さらに自社開発製品や独自技術を有する中小企業製造業に対しては、広域的な商

談会や展示会の場を提供し、取引機会の増大や新規取引先の拡大を支援する。

②商店街振興組合指導事業 1,350 千円（1,500 千円）

県は、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小規模事業者支援事業 1,929,988 千円（2,078,798 千円）

商工会・商工会議所は、小規模事業者に対して、主として以下の各項目に掲げる事

業を実施する。

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、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 133,526 千円（142,192 千円）

県は、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り組み事例等を収

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。



⑤その他

ア 小規模企業者等設備導入資金貸付事業 325,000 千円（325,000 千円）

県は、小規模企業者等に対し、創業及び経営基盤の強化のために必要な設備導入

を助成する。

イ 長崎県地場中核企業育成支援事業 102,046 千円（102,901 千円）

株式上場の計画はないが、高い技術と優れた事業計画により業務拡大や新分野進

出を図り、将来的に高い成長が見込める県内中小企業（創業から概ね５年以上経過）

に対し、投資（株式又は社債の引受）による資金支援を行う。

ウ 地場企業立地促進補助金 81,672 千円（ － ）

製造業等を営む地場企業が生産拡大のため、新規雇用を伴う工場等の新増設など

の投資額の一部を助成し、積極的な設備投資を支援する。

エ ベンチャーステップアップ推進事業 80,331 千円（ － ）

高い技術や優れた事業計画を有し、将来性が期待できる有望なベンチャー企業に

対し、投資による資金支援や支援専門マネージャーによる経営支援を実施する。

オ 地域商工業新展開支援事業 50,000 千円（ － ）

商工団体の自主的な取り組みを支援し、組織の活性化を図るため、地域商工業新

展開支援事業補助金により、広域的な地域資源や農商工連携を支援する。

カ まちなか活性化推進事業 45,000 千円（ － ）

まちなかの核となる商店街の活性化を図るため、商店街の機能強化や周辺の施設

整備等に総合的・計画的に取り組む商店街に対して市町と連携して助成する。

キ 産業人材育成総合事業 12,171 千円（12,282 千円）

産業振興の為に不可欠な存在である優秀な産業人材を育成し、産業界に供給して

いく仕組みを構築するために必要な施策を、企業ニーズに基づいて事業化する。

特に、企業ＯＪＴ力の獲得支援と、その前提として県民一人一人の生涯を通じた

キャリア形成支援、中でも若者のインターンシップ支援に注力する。

ク 知的財産活用推進事業 9,287 千円（8,987 千円）

新規性・独創性の高い研究開発に取り組むとともに、特許取得・集積を目指した

技術開発から成果として生まれた特許の利用までを総合的・戦略的に支援するこ

とにより、地域産業の振興を図る。



ケ 知的創造サイクル活性化推進事業 7,963 千円（8,966 千円）

知的創造サイクルを担う体制の維持と知的財産に関する人材の育成を図るとと

もに、広域的な知的財産の活用を促進する。

コ 情報産業人材育成支援事業 6,255 千円（ － ）

本県の情報産業の競争力強化に資する情報技術者の育成を支援するとともに、

地場情報関連企業の自立した人材育成体制の構築を支援する。

サ 倒産防止特別相談事業 5,743 千円（6,382 千円）

県は、商工会議所及び商工会連合会に設置した「経営安定特別相談室」に商工調

停士を配置して、経営の厳しい中小企業者の相談に応じる体制を整備する。

シ 小規模企業者等設備貸与事業円滑化事業 4,730 千円（6,790 千円）

県は、小規模企業者等設備貸与制度の利用者の割賦損料負担増を軽減するため、

貸与機関が実施する設備貸与事業の貸倒対応のための準備金に対して助成する。

ス 中心市街地活性化基金事業（（財）長崎県中小商業振興基金）3,300 千円（5,300 千円）

県は、(財)長崎県中小商業振興基金が行う、長崎県中心市街地活性化基金事業に

対して助成する。

セ 中小企業の診断助言事業 2,593 千円（2,551 千円）

高度化資金を受けようとする中小企業者又は受けた者に対する診断助言によっ

て、妥当な事業計画を設定するとともに、施設の取得、その後の運営管理の円滑化

等、事業の効果が十分に発揮されることを目的として実施する。

また、中小企業の診断助言にあたる職員が、必要な知識や診断手法などを修得す

るために独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する研修に参加し、経営環境に

即応した支援が行えるよう資質の向上を図る。

ソ 労働力確保事業 1,680 千円（1,680 千円）

中小企業労働力確保法に基づき、県が中小企業者等から提出された改善計画の認

定を行う。その認定を受けた中小企業者等が行う職場環境の改善、福利厚生の充実、

新分野進出のための人材確保・育成等の雇用管理全般の改善を円滑に行うための事

業に対して雇用・能力開発機構長崎センターが助成をする。


