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平成 20年度熊本県中小企業支援計画

Ⅰ 計画の基本的な考え方

本県の景気は競争の激化や原油をはじめとした原材料価格の上昇等の影響から企業

収益、景況感が悪化しており、全体としては減速局面に向かいつつある。とりわけ、

県内企業のほとんどを占め、本県経済において中心的な役割を担っている中小企業は、

価格転嫁などを通じて売上や利益を増加させにくいことなどから、依然として厳しい

経営を強いられている。

本県の産業構造の特徴としては、生産性の高い製造業の県内総生産構成比が 17.2
％と全国（21.0 ％）に比べて低く、県民所得を押し上げにくい構造となっている。
分野別にみると、工業では平成 18 年の製造品出荷額が過去最高の２兆 8,300 億円

を記録するなど半導体や自動車関連産業を中心に順調に推移している。また、商業で

は、消費の低迷等により、卸・小売業の年間商品販売額が 22 年ぶりに４兆円を割り
込み、事業所数、従業員数の減少、競争激化による企業再編や廃業が進んでいる。

観光では平成 14 年から減少傾向にあった観光宿泊者数が平成 18 年に５年ぶりに
増加に転じ、特に、外国人宿泊客数は過去最高の 29 万人を記録するなど好調に推移
しており、平成 23 年春の九州新幹線鹿児島ルートの全線開業、とりわけ大阪直通で
便利になる関西以西からの誘客、東アジアをはじめとした外国人観光客の誘致ととも

に、一次産業の特徴を活かした商品開発や販路拡大などの物産振興が課題である。

また、平成 20 年４月の有効求人倍率については、全国平均 0.93 倍に対して県平
均は 0.71倍と依然として低い状況が続いており、県内における地域間格差も大きい。
加えて、昨年 10月以降は低下傾向にある。
このため、経営支援、技術力向上、人材育成、雇用対策をはじめとした総合的な支

援により中小企業の活力の底上げが緊急の課題となっている。また、厳しい財政状況

の中、税財源の涵養を図る観点からも、観光を含む産業の振興等に積極的に取り組み、

「稼げる」県を目指す必要がある。

本県においては、平成 19 年３月に中小企業振興の指針となる「熊本県中小企業振
興基本条例」が施行されており、平成 20 年度は、本条例の趣旨に基づき、ものづく
りの振興・技術力強化、経営革新や新事業展開支援、中心市街地活性化をはじめとし

た商業振興など、「頑張る中小企業」を支援する取組みを推進する。

また、人材育成や雇用対策、働く人の雇用環境整備など中小企業の活性化に向けた
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取組みについても、商工団体や市町村･関係機関と連携しながら、更なる施策の充実

に努めるとともに、熊本県中小企業振興基本条例の周知や中小企業者の受注機会の増

大、国等に対する中小企業振興施策の充実・改善の要請など、中小企業の振興に向け

た啓発活動等についても積極的に取り組む。
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Ⅱ 中小企業支援施策
＜事業の概要＞ ※数字は平成20年度当初予算額。（ ）は６月補正予算額

１ 中小企業振興基本条例の周知・中小企業者の受注機会の増大等

①熊本県中小企業振興基本条例の周知

関係各課

県の印刷物やホームページ、県が行う説明会や商工団体等が実施する研修会な

ど、さまざまな機会を活用して、中小企業や商工団体、県民に対する条例の周知

に取り組む。

②中小企業者の受注機会の増大等

関係各課

工事等の発注に当たり、県内企業で施工可能なものは県内企業へ発注するとい

う方針の下、分離・分割発注やＪＶ制度の活用等に取り組み、予算の適正な執行

や透明かつ公正な競争の確保に留意しつつ、県内中小建設業者の受注機会の増大

に努めるとともに、県が発注する物品や役務についても、県内中小企業者からの

調達に一層努めていく。

③熊本県新事業支援調達制度の活用

商工観光労働部産業支援課

県が、県内の事業者等で新製品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者を

認定し、その商品を随意契約により調達することができるようにすることにより、

当該認定された事業者の信用力アップや販路拡大等につなげるとともに、県内事

業者の新事業への取組み意欲の高揚を図る。

④国等に対する施策の充実及び改善の要請

商工観光労働部商工政策課

中小企業が創業や新たな事業活動を行う場合に、税制面や融資等での支援を行

うなどの中小企業対策の積極的な推進等を「国の施策等に関する提案」を通じて

国に対する提案を実施する。

⑤国、特殊法人等に対する県内企業活用の要望活動

関係各課

国、特殊法人等の発注機関に対して、県内で施工される建設工事等の発注にあ

たって、県内企業へ発注してもらうよう、知事名の文書を持参して要望活動を実

施。

⑥県工事における県産資材、県内企業等の優先使用

関係各課

県が発注する工事の特記仕様書に「下請業者における県内企業及び誘致企業の

優先活用や県産資材の利用についての努力規定」を記載し、県内企業活用の促進

を求める。
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２ 中小企業のものづくりの振興、技術力の強化への支援

（１）ものづくり産業の競争力強化

①産業技術センター本館等整備事業

商工観光労働部産業支援課：54,900千円（407,508千円）

「熊本県産業技術センター整備計画」に基づき、産業支援の機能をより強化す

るため、平成22年度中の竣工・オープンをめざし、施設整備を進める。

②産学行政連携の推進

商工観光労働部産業支援課：34,066千円

研究協同体を組んで、新技術開発や新技術の実用化につなげる国の研究開発プ

ロジェクトへの提案・採択をめざす研究開発を支援する。

また、大学の研究シーズと企業のニーズを結びつけるためのコーディネート活

動を実施するとともに大学等の研究成果を特許化し、これを産業界に技術移転す

ることにより、新技術の開発や新事業の創出を促進する。

③ものづくりフォレスト・自動車関連産業推進事業

商工観光労働部産業支援課：123,750千円（78,379千円）

平成17年６月に策定した「熊本ものづくりフォレスト構想」や平成19年３月に

策定した「熊本県自動車関連産業振興戦略」に基づき、中小企業の新商品・新技

術開発、販路開拓等に対する補助、自動車関連産業参入・取引拡大に関する補助

等の支援を行う。

また、次世代マグネシウム合金の研究開発支援等による地場ものづくり産業へ

の総合的支援を行う。

④セミコンフォレスト・ソーラー関連産業推進事業

商工観光労働部産業支援課：7,928千円（13,642千円）

産学行政連携によって半導体生産技術等を核とした国際競争力のある新産業の

継続創出を目指す「熊本セミコンダクタ・フォレスト構想」に基づく支援と、「熊

本ソーラー産業振興戦略」に基づく研究開発への支援を行う。

また、組込みソフトウェア関連産業の振興を目指す熊本県組込みシステムコン

ソーシアムの活動に対する補助を行うとともに、地域が連携し、県民・企業等参

画のもと、将来の関連産業振興につながる、太陽光発電システム及び太陽電池応

用製品の普及活動を行う。

⑤産業技術顧問の登用

商工観光労働部産業支援課：（4,476千円）

産業技術センターの機能強化を図るとともに、自動車関連産業への県内企業の

参入と取引拡大を図るため、専門的な知見、経験を有する人材を産業技術顧問と

して登用する。
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⑥ものづくり研究開発事業（特別支援事業）

商工観光労働部産業技術センター：5,111千円

自動車関連産業へのマグネシウム合金等の新素材、また、天草低火度陶石や陶

磁器廃棄物などの地域資源の新素材利用技術の普及を図るための基盤技術の確立

を図るとともに、提案公募型事業に応募し採用された共同研究を行う。

⑦産業技術センターによる技術支援

商工観光労働部産業技術センター：191,310千円（103,810千円）

中小企業が抱える新製品の開発、製品の品質の向上、生産管理技術の諸問題に

ついて、センター職員等による課題解決のための技術支援を行う。

⑧新規外部資金活用事業

商工観光労働部産業技術センター：58,000千円

外部資金（国等の研究開発資金、企業からの受託料）を積極的に活用し、新技

術や新製品の開発及び個々の企業等の技術課題に対応するための試験研究等を行

う。

（２）バイオ関連産業の振興

①大学連携型起業家支援事業

商工観光労働部産業支援課：10,168千円

独立行政法人中小企業基盤整備機構が熊本市に建設した大学連携型起業家育成

施設に入居する中小企業等の販路拡大や研究開発、資金面等の助言を行う人材の

派遣等を行う。

②バイオフォレスト形成推進事業

商工観光労働部産業支援課：455千円（10,000千円）

「熊本バイオフォレスト構想」の下、バイオ関連の新技術・新製品等の開発支

援、大学等の技術シーズの育成・発展支援、産学官連携ネットワーク構築・強化

支援等を行い、本県のバイオテクノロジーの振興を図る。

③バイオ・食品研究開発事業（特別支援事業）

商工観光労働部産業技術センター：4,003千円

バイオマス資源の特徴や優位性を生かし、積極的な利用促進を図るため、健康

食品、生体材料（バイオマテリアル）及びバイオ燃料まで含めた幅広い用途開発

のためのバイオマス利用の技術開発を行う。

④農産加工研究開発事業

商工観光労働部産業技術センター：6,592千円

県産農産物等地域資源の活用促進を図るため、食品産業や消費者が求めている

「食品の安全性確保」、「特徴ある県産加工原料供給」及び「食品の機能性」の技

術的課題の解決を行う。
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⑤県産農産物を活用した産学官連携推進事業

農林水産部農業研究センター：7,372千円

地元の大学、企業と連携し、県産農産物に含まれる有用成分の利用技術（一次

加工残さの二次利用・三次利用技術体系）を確立し、県産農産物の総合的な利用

体系を構築することにより、農業分野における利活用の促進、県産農産物を核と

した産業の育成や環境と調和した農業の実現を図る。

３ 中小企業の経営の革新や新事業展開への支援

①地域資源を活用した創意工夫のある取組みへの支援

商工観光労働部商工政策課

中小企業地域源活用プログラムに基づく地場企業の振興、中小企業による地域

資源を活用した取組み等を支援するため、相談窓口の設置やブラッシュアップ、

フォローアップ支援のサポートを行う。

②創業・経営革新支援施設提供事業

商工観光労働部商工政策課：2,000千円

創業者及び経営革新に取り組む中小企業者に対し、経営資源確保のためのソフ

ト支援と併せて事業施設を提供する。

③経営革新支援事業

商工観光労働部商工政策課：500千円

商工観光労働部産業支援課：（1,394千円）

経営革新の承認により、中小企業の経営革新に向けた取組みを支援する。また、

経営革新の承認を受けた事業者との意見交換により、新事業展開や新たな取組み

について広く啓発する。

④農商工連携推進事業

商工観光労働部商工政策課：（1,002千円）

商工観光労働部産業支援課：（8,193千円）

本県の基幹産業である農林水産業と商工業の産業間連携を図るため、推進体制

を整備し、産業の枠を超えた横断的な取組みを進めるとともに、熊本の地域資源

である県産農林水産物を活用した商品開発、販路開拓に対する補助を行う。

⑤くまもと夢挑戦ファンド創設事業

商工観光労働部産業支援課：（2,010,000千円）

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「くまもと

夢挑戦ファンド」を創設し、県内中小企業が取り組む、地域資源を活用した、ま

たは県が成長分野と位置づけている分野における商品開発、販路拡大等を支援す

る。

⑥くまもと農・林・水「夢」挑戦事業のうち
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学校給食向け商品開発支援事業

農林水産部農林水産政策課：（2,000千円）

県産農林水産物を活用した学校給食向けの商品開発に対する支援を行う。

⑦新分野進出モデル事業

土木部監理課：1,989千円

農業、環境、福祉等新分野への進出について県内建設事業者を対象にモデル事

業を公募し、選定した事業に対して専門のアドバイザーを無償で派遣し、事業計

画の策定、事業実施における課題の解決等に係る助言を行う。

４ 中小小売商業の振興への支援

①中心市街地活性化支援事業

商工観光労働部商工政策課：5,000千円

改正中心市街地活性化法に基づく基本計画の認定を受けた地域において、同法

の求める取組みが効果的に進むよう、中心市街地活性化協議会の主要構成員であ

る商工会議所などが実施するコンセンサス形成事業等に対する支援を行う。

②商店街パワーアップ支援事業

商工観光労働部商工政策課：4,398千円

改正中心市街地活性化法に基づく国の支援を受けられない中心市街地（認定外

中心市街地）等の商店街に対して人材育成やアドバイザー派遣等、実情に即した

支援を行う。

③がんばる商店街総合支援事業

商工観光労働部商工政策課：17,776千円

商店街等が行うモデル的な取組みを支援するとともに、個々の店舗が行う商品

開発や店舗の魅力づくりを支援すること等により、商店街づくりと店づくりの両

面から商業振興を推進する。

④中心市街地商店街にぎわい再生支援事業

商工観光労働部商工政策課：（3,000千円）

中心市街地商店街において取り組む空き店舗対策を重点的に支援するととも

に、県内のリーディングケースとして他地域に波及させ、中心市街地のにぎわい

再生を図る。

⑤商店街振興組合指導事業

商工観光労働部商工政策課：6,080千円

商店街振興組合法に基づき、熊本県商店街振興組合連合会が県内商店街振興組

合に対して行う指導や調査、研修事業等に要する経費について補助を行うことに

より、商店街の活性化、魅力ある商店街づくりを推進する。
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⑥サービス産業振興事業

商工観光労働部商工政策課：20,542千円（138,453千円）

県内におけるサービス産業の振興を図るため、産業支援サービス業の企業立地

を促進するための補助金（対象：投資額３千万円以上、雇用：50人以上、交付額

：最高５億円）を交付するとともに、「熊本県健康サービス産業振興戦略」に基

づき、今後の成長が期待できる健康サービス産業の振興に取り組む。

⑦中小企業海外チャレンジ支援事業

商工観光労働部商工政策課：12,564千円

東アジアの現地業務委託コンサルタントの活用等により東アジアとの経済交流

を促進する。

５ 中小企業の経営基盤の強化

（１）中小企業の資金調達支援

①中小企業金融総合支援事業

商工観光労働部経営金融課：18,817,752千円

多様化する中小企業の資金ニーズに的確に対応するため、不況対策、小規模対

策、創業、新事業展開等の７つの資金を設け、中小企業の資金調達の円滑化を図

る。特に創業者支援資金については、融資条件の見直し等を行い、新規創業を支

援する。

また、３つのフォレスト構想（ものづくり、セミコンダクタ及びバイオ）にあ

る各種支援事業との連携、大型店対策についても引続き行い、新たに地域産業資

源活用促進法による事業計画の認定を受けた中小企業を新事業展開支援資金の融

資対象に加える等、融資面での支援を行う。

②建設業振興資金貸付制度

土木部監理課

公共工事を施工している建設業者（元請）が工事代金の債権を県建設業共同組

合に譲渡し、それを担保に融資を受ける制度。

（２）県中小企業支援センターによる支援

①プロジェクトマネージャー等支援人材充実強化事業

商工観光労働部産業支援課：11,508千円

県中小企業支援センターが実施する中小企業支援事業を効果的かつ効率的に実

施するためには、支援のコーディネートができる人材の確保が、最も重要である。

そのため、県中小企業支援センターにおいて、支援を求める企業に対する診断・

助言、専門家派遣、事業可能性評価、他機関の紹介等、一貫した支援のコーディ

ネートを行うため、プロジェクトマネージャー１名を配置する。

また、経営、技術などの専門的な面からプロジェクトマネージャーを代理、補

佐する者として、サブマネージャー１名を配置する。



- 8 -

②事業可能性評価委員会運営事業

商工観光労働部産業支援課：102千円

具体的な事業計画を有する創業予定者や中小企業者の求めに応じ、事業化の有

望性、技術の先進性、ノウハウの独自性、事業の発展性等多様な側面から事業の

可能性についての評価を行う機関として、事業可能性評価委員会を設置し、助言

を行う。

③支援体制整備円滑化事業

商工観光労働部産業支援課：6,758千円

中小企業支援事業等を円滑に実施するために必要なパンフレットの作成や支援

対象企業の掘り起こしを行う。

また、ホームページを運営し、タイムリーな情報提供を行う。

④窓口相談事業

商工観光労働部産業支援課：4,032千円

土木部監理課：2,976千円

県中小企業支援センターにおいて、中小企業の経営等に知見を有する相談員１

名を配置し、プロジェクトマネージャー等との連携を図りながら、中小企業の相

談に対し適切な助言を行う。

また、日常の取引活動で生じる様々な問題について、法律問題を含めたきめ細

やかな相談活動を実施するため、弁護士と顧問契約を締結し、相談体制を充実さ

せる。

さらに、建設業に精通した相談員を配置し、建設業者に対する経営相談を強化

するとともに、相談された内容のフォローアップのため、相談員が直接建設業者

を訪問し、現地指導を行う（Ｈ16年８月から開始）。

⑤専門家派遣事業

商工観光労働部産業支援課：5,315千円

県中小企業支援センターにおいて、経営面・技術面で専門的なノウハウを持つ

人材を専門家として登録し、当センターに経営革新等の支援を求める創業者や中

小企業者等に対して、それらのニーズに合致した専門家を派遣し、適切な診断・

助言を行う。

⑥取引情報提供事業

商工観光労働部産業支援課：9,762千円

中小企業の販路拡大を図るため、発注企業の開拓、発注企業に対する企業情報

の提供、優秀な製品等の情報提供等を行う。

⑦地域プラットフォーム連携強化事業

商工観光労働部産業支援課：5,868千円

くまもとプラットフォームを構成する新事業支援機関相互の連携の強化を図る
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とともに、地域プラットフォームによる産業支援事業をよりタイムリーで実効性

あるものとするため、新事業支援機関の連携推進会議等や全国の地域プラットフ

ォームとの情報交換、交流等の各種事業を実施する。

⑧インキュベーションマネージャー養成研修事業

商工観光労働部産業支援課：484千円

インキュベーション・マネジャー（ＩＭ）の養成研修に財団職員を派遣し、Ｉ

Ｍ養成を実施する。

⑨コーディネート活動支援事業

商工観光労働部産業支援課：3,896千円

企業の販路開拓、ビジネスパートナーのマッチングを支援するため、県内外の

大手企業やベンチャーキャピタル、金融機関等を招き、プレゼンテーションを行

う場として、「くまもとベンチャーマーケット（二火会）」を開催する。

⑩インキュベーション施設入居企業支援事業

商工観光労働部産業支援課：1,013千円

インキュベーション施設入居企業等に対する販路拡大のための展示会・セミナ

ー等を開催する。

（３）小規模事業者に対する支援

①小規模事業者支援事業

商工観光労働部商工政策課：2,438,694千円

商工会・商工会議所及び県商工会連合会において、小規模事業者からの金融、

税務、経理、労務等の様々な相談に対するきめ細かな対応や、ニーズに応じた専

門家派遣、若手後継者等の人材育成の推進など、小規模事業者の経営改善や経営

革新を支援する事業（経営改善普及事業）を実施する。

②中小企業連携組織対策事業

商工観光労働部商工政策課：152,319千円

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

体中央会指導員等の人材育成事業や各組合等の実施している取組事例、官公需に

関する情報等を収集・加工し、各組合等に広く提供する事業を実施する。

③小規模企業者等設備貸与事業

商工観光労働部経営金融課：200,000千円

小規模企業者等の創業及び経営基盤強化に必要な設備の導入を促進するため、

本県から(財)くまもとテクノ産業財団に資金を貸付け、財団が設備を導入しよう

とする小規模企業者等に代わって希望する機械設備を購入し、その設備を長期か

つ低利で貸与する。

④設備導入等促進診断事業
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商工観光労働部経営金融課：16,007千円

中小企業者等の経営体質の改善や環境変化への対応を図るため、独立行政法人

中小企業基盤整備機構法に基づく高度化事業に関し、経営の診断・助言を行う。

⑤小規模企業者等設備貸与事業円滑化補助金

商工観光労働部経営金融課：5,185千円

小規模企業者等に対する設備貸与制度が円滑に運用されるよう、事業を実施す

る(財)くまもとテクノ産業財団が積み立てる貸倒準備金の積立に対して補助を行

う。

⑥企業連携促進

土木部監理課

合併等を行った建設事業者について、格付や指名において優遇措置を行う。（い

ずれの優遇措置も県内企業同士の合併等を対象とする。）

６ 中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化

①経営安定特別相談事業

商工観光労働部商工政策課：3,652千円

経営の危機に直面した中小企業の円滑な問題解決を図るため、県商工会連合会

及び荒尾の各商工会議所に「経営安定特別相談室」を設置し、中小企業者からの

相談に応じる体制を整備する。

②経営者セミナー開催事業

土木部監理課：166千円

熊本県建設産業団体連合会が建設事業者を対象に、企業間連携の推進や経営体

質の改善等に関する研修会の開催費用の一部を助成する。

③建設事業者合併促進事業

土木部監理課：（1,515千円）

建設事業者の経営基盤の強化を図るため、県内建設事業者の合併時に要する経

費（契約書作成、合併公告、登記、合併対象企業の調査）の一部を助成すること

により、企業合併を促進する。

７ 中小企業の人材育成と雇用対策の推進

（１）中小企業の人材育成・確保支援

①支援人材能力開発事業

商工観光労働部商工政策課：1,449千円

商工会・商工会議所及び県商工会連合会の支援担当者の能力開発強化に係る研

修事業（中小企業大学校研修参加費の支援）を実施する。

②産業人材の育成
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商工観光労働部労働雇用総室：349,031千円

県が設置する技術短期大学校（菊陽町）及び熊本高等技術訓練校（熊本市）に

おいて、次世代の産業界を担うべき人材の育成や在職者訓練を行う。

③技術・技能者育成事業

商工観光労働部労働雇用総室：4,266千円

誘致企業の求める人材を育成するため、求職者を対象に企業ニーズに合った短

期間の講習会を実施し、就職に向けた基礎的技能の習得に努め、誘致企業等への

就職を支援する。

④男女共同参画アドバイザー派遣事業

総務部男女共同参画・パートナーシップ推進課：400千円

企業、団体等が行う男女共同参画に関する研修等にアドバイザーとして講師を

派遣する。

研修テーマ例：性別にとらわれない人材の育成・活用

⑤生活衛生営業振興助成事業

健康福祉部薬務衛生課：4,030千円

専門技術講習会や技術研鑽のための競技会、接客マナー向上等の研修会等を実

施することにより、生活衛生関係営業全体の活性化、個々の営業者の経営意欲の

創出、技術力の確保による経営の安定を図る。

（２）若年層の雇用対策

①若年者対策ワンストップセンター事業

商工観光労働部労働雇用総室：7,746千円

若年者の総合的な就職支援を行うため、「ジョブカフェくまもと」を設置し、

就職関連情報の提供や適性診断、カウンセリング、職業紹介に至る就職支援サー

ビスをワンストップで提供する。

また、遠隔地居住者等に対して出前でサービス提供を行う「移動ジョブカフェ」

を実施する。

②若者自立支援事業

商工観光労働部労働雇用総室：1,655千円

若年無業者の自立を支援するため、ＮＰＯとの協働により相談業務や職業セミ

ナー、家族向けセミナー等を実施する。

また、団体や企業との連携によりボランティア体験や就業体験等の場を提供し、

若年無業者一人ひとりの状況に応じた支援を行う。

③キャリア教育応援団事業

商工観光労働部労働雇用総室：2,222千円

就学前から大学等までの発育・発達段階に応じたキャリア教育に関する教育界

の取組みに対し、職場体験等協力事業所のキャリア教育応援団登録の促進や地域
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の産業特性を活かしたインターンシップの推進など、産業界や行政側からの支援

策の充実を図る。

④専門性向上講師招へい事業

教育庁高校教育課：1,844千円

高い専門性や識見を備え各界で活躍している方を講師に招き、実技、講習等を

通して、生徒の学習意欲を喚起し、将来の職業人、産業人として必要な専門性の

向上を図る。

⑤高校生就業体験等支援事業

教育庁高校教育課：15,462千円

生徒に望ましい勤労観・職業観を身に付けさせ、自己の職業適性や将来設計に

ついて主体的に考えさせるとともに、職業現場における実際的な知識や技能を体

得し、社会に貢献する能力や態度の育成を図るために、高校生のインターンシッ

プ及び企業での実習と学校での講義等を組み合わせた人材育成システムに関する

調査研究を行う。

⑥ものづくり人材育成プロジェクト

教育庁高校教育課：15,096千円

ア 指定校 八代工業高校、御船高校、小川工業高校

イ 事業概要

・平成 19 ～ 21 年度の３年間、文部科学省と経済産業省が連携して行う事業
・専門高校と地域産業界が連携して、ものづくり人材の育成及び地域産業界の

ニーズに応じた職業人の育成をするためのプログラムについて開発・実証を

行う。

・生徒の企業実習（高度技術習得）、教員の研修、企業技術者等による特別授

業等に取り組む。

（３）障がい者に対する雇用対策

①障害者就労支援推進事業

商工観光労働部労働雇用総室：24,092千円

障がい者の就業及び職場定着の促進を図るため、障がい者の就業相談や職場定

着支援、関係機関との調整を行う就業・生活支援センター事業を委託するととも

に、障がい者雇用コーディネート事業を行う熊本県高齢・障害者雇用支援協会に

対し、補助金を交付する。

また、障がい者雇用を優良企業の障がい者雇用応援団への登録、応援団を活用

した企業への支援活動を行う。

②障がい者職業能力開発事業

商工観光労働部労働雇用総室：56,483千円（1,454千円）

熊本高等技術訓練校において、就職を希望する知的障がい者を対象とした施設

内訓練を実施するとともに、民間教育訓練機関等を活用し、障がい者の能力、適
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正に応じた委託訓練を実施する。

③チャレンジド・テレワーク推進事業

地域振興部情報企画課：7,906千円

在宅で就労可能な障がい者のために、研修や訓練の実施、また企業等に対する

営業活動を行い、テレワークを活用したビジネスモデルを推進し、在宅障がい者

の就労機会の拡大を図る。

④障害者自立支援法移行支援事業のうち

障がい者職場実習設備等整備事業

健康福祉部障がい者支援総室：40,000千円

障がい者の職場実習を積極的に受け入れる事業所に、受入れのために事業所内

の設備等を整備する費用を助成する。

（４）地域や豊かな経験を活かす雇用対策

①熊本県産業・雇用創出事業

商工観光労働部労働雇用総室：（19,264千円）

県内でも特に雇用情勢の厳しい水俣・芦北、人吉・球磨、天草の県南３地域に

対し、産業・雇用創出に関連する各種支援・振興・促進策を実施し、産業と雇用

を同時創出し、雇用情勢の改善を図る。

８ 総合産業としての観光振興

①観光アクションプラン推進事業

商工観光労働部観光物産総室：133,464千円（29,536千円）

九州新幹線全線開業や団塊世代の大量退職など、今後起こりうる社会環境の変

化を捉え、時流に応じた新しい熊本の観光の展開を図る。

②県産品販売機能強化事業

商工観光労働部観光物産総室：1,008千円

県産品製造業者の商品づくり、販路開拓を支援するため次の事業に取り組む。

ア 消費者に選ばれるモノづくり塾

食品表示、食品添加物、パッケージ、価格設定など、商品づくりの基本的な

分野や小売業界の動向、インターネットの活用等を学ぶ塾を定期的に開催する。

イ 物産展開催店舗の開拓

県外で、県産品のＰＲ・販売を行うため、物産展を開催する百貨店等を開拓。

特に、新幹線鹿児島ルート全線開業を見据え、関西以西（KANSAI 戦略と
の連携）に向けて、熊本の売り込みを重点的に行う。

ウ 都市型消費動向調査事業

首都圏等の百貨店、スーパーのバイヤーを講師に、参加企業（県産品製造業

者）を募集し、消費者ニーズや商品採用のポイント、商品づくりについてバイ

ヤーから情報を収集する。収集した情報は、県内企業、関係者に随時フィード
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バックする。

③くまもと農・林・水「夢」挑戦事業のうち

チャレンジ支援事業、地産地消の協力店の指定

農林水産部農林水産政策課：（11,460千円）

農林漁業者と観光産業等農林漁業者以外との連携のもとで行う先進的で新たな

取組みに対して支援を行う。

また、県産農林水産物を取り扱う販売店等の活動支援を行う。

９ 環境と調和のとれた産業活動の持続的な発展の促進

①くまもとEco燃料拡大推進事業

環境生活部環境政策課：5,454千円

廃食用油等から製造できるバイオディーゼル燃料について、事業化支援等を行

う。具体的には、産学行政の連携による「くまもとEco燃料拡大推進研究会」の

支援、バイオディーゼル燃料の製造技術指導等を実施する。

②産業廃棄物リサイクル等推進事業

環境生活部廃棄物対策課：7,625千円

循環型社会の形成を図るため、産業廃棄物の排出抑制、リサイクル等に資する

研究・技術開発を行う事業者等（県内に事業所を有する排出事業者、廃棄物処理

業者、研究機関）に対し、補助を行う。

１０ 中小企業の振興に資する企業立地の促進

①戦略的企業誘致推進事業

商工観光労働部企業立地課：10,323千円

企業の設備投資意欲の増大、生産拠点の国内回帰が急速に進んでいるこの時期

をとらえて、半導体関連、自動車関連企業の本県への誘致を目指して重点的に取

り組む。

②企業誘致トップセールス事業

商工観光労働部企業立地課：（2,314千円）

知事の幅広いネットワークを活用して、有力企業に対して接触を行い本県への

誘致に取り組む。

③工業団地施設整備事業

商工観光労働部企業立地課：264,794千円（54,000千円）

企業誘致の推進に向けて、大規模工場の立地を受け入れることが可能な新たな

工業団地を整備する。

④企業立地促進費補助

商工観光労働部企業立地課：（1,980,535千円）
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本県への企業の立地を促進するため、立地企業に対して補助金（対象：投資額

３億円以上、雇用 10人以上、交付額：最高 20億円）を交付する。

１１ 安心して子どもを生み、育てることができる雇用環境の整備

①仕事と家庭の両立支援事業

商工観光労働部労働雇用総室：7,016千円

仕事と家庭の両立支援に関する先進県づくりをめざし、パレア（しごと相談・

支援センター）を中核機関としたワンストップ的な事業展開を行うとともに、ア

ドバイザー派遣による企業への働きかけを行う。

②くまもと子育て応援の店・企業推進事業

健康福祉部少子化対策課：5,516千円

地域や社会全体で子育てを応援する取組みが広がっていくように、子育てを応

援する店舗・企業などを「子育てとくとく応援団」「子育てあったか応援団」「子

育て従業員応援団」として募集・登録して、ホームページなどで広く紹介する。

現在、応援団を募集中。

特に本年度は、この取組みをさらに拡げ、広く県民に周知するために、本県を

含む九州７県と連携して、「『九州子育て応援の店』プレゼントキャンペーン」を

開催する予定。


