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平成２０年度 中小企業支援計画

Ⅰ ２０年度計画の要約

おおいた産業活力創造戦略２００８おおいた産業活力創造戦略２００８
～～ 挑む挑む 挑める挑める 大分県大分県 ！！ ～～

１１ 厚みのある産業集積の構築厚みのある産業集積の構築

（１）地場企業と進出企業の共生・発展

①自動車関連産業の振興

・新規参入支援プロジェクトチーム

による、地場企業の新規参入等の

促進

②おおいたＬＳＩクラスターの推進

（２）研究開発の推進による産業集積の

進化

①次世代電磁力応用機器開発拠点の

構築

・磁気特性を生かしたモータの小型

・高出力化等の研究開発

②未来を築くエネルギー施策の推進

（３）戦略的・効果的な企業誘致の推進

１１ ものづくり人材の育成・確保ものづくり人材の育成・確保
（１）教育による人材の育成・確保
・職業系高校での実践的な授業の
実施
・工科短大における九工大との連携
・小中学生のものづくりに対する関心
喚起

（２）企業における人材の育成
・自動車・半導体関連産業における
先進企業からの技術指導

（３）技能の伝承
・高度熟練技能者の活用
・認定職業訓練校による人材育成

（４）ものづくり人材の確保
・若者の県内就職の促進
・Ｕ・Ｉターン等による県外人材の
確保

１１ 商業の振興と地域経済活性化商業の振興と地域経済活性化
（１）商店街の振興と個店の魅力向上
・商店街のリーダー育成と新規出店
の支援
・ネットビジネスの促進
・商工会等による宅配サービスへの

支援

（２）商工会等による地域活性化
・地域活性化活動を支援するサポー
ターの配置

（３）中心市街地の活性化
・基本計画策定にかかるコンセンサ

ス形成支援
・まちづくり仕掛人の設置支援

２２ 県産品のブランド化と販路開拓県産品のブランド化と販路開拓

（１）地域資源の活用促進と農商工連携

の推進

・おおいた地域資源活性化基金を

造成し、商品開発・販路開拓等の

取組を一貫して支援

（２）大分ブランドの確立と販路開拓

・坐来大分を拠点とした大分ブランド

の確立

・県産品の求評・商談会の開催

（３）海外への展開

・日本側商社バイヤーを対象とした

求評・商談会の実施

・上海市内百貨店等での販売促進

フェアの実施

・ポートセールスの推進

２２ みんなが働く社会づくりみんなが働く社会づくり
（１）障がいのある人の就業支援
・職業訓練コーディネータの設置
・ジョブサポーターの養成
・実践的職業訓練コースの創設

（２）仕事と家庭の両立支援
・職業訓練受講中の保育料助成制
度の拡充等
・優良企業事例集の作成・配布

（３）若年者の就業支援
・ジョブカフェにおけるカウンセリング
・セミナー等の実施

（４）中高年齢離職者の就業支援
（５）多様な働き方への対応
・労働相談の充実
・法令知識の普及・啓発

戦 略 推 進 の た め の 体 制 整 備 等

１１ 現場主義に基づいた現場主義に基づいた
行政の推進行政の推進
・現場主義の徹底
・職員の意識啓発

２２ 支援機関の機能強化支援機関の機能強化
（１）大分県産業創造機構

(中小企業支援センター)
（２）産業科学技術センター
（３）工科短大・職業能力開発
校

３３ 商工労働関係団体商工労働関係団体
との連携強化との連携強化

（１）商工会・商工会議所
（２）中小企業団体中央会

４４ 多様な金融支援多様な金融支援
・再挑戦支援融資・創業等
支援融資・地域産業活用
事業振興融資の創設

第 １ の 柱 第 ２ の 柱 第 ３ の 柱

産業集積の進化と
地場企業の挑戦

挑戦の鍵を握る優秀な
人材の育成・確保

県内には、多様な産業がバランスよく立地しており、好調な企業進出等に伴って、最先端の企業集積が形成

されようとしています。
集積が集積を呼ぶという好循環の中、県内には多くのビジネスチャンスが生じていますが、現状に満足して

チャンスを逃がしている企業は、厳しいグローバル競争の時代に生き残っていけません。
こうしたことを踏まえ、本県経済の持続的・安定的な成長に向けて

１ 産業集積の進化と地場企業の挑戦
２ 挑戦の鍵を握る優秀な人材の育成・確保
３ 商業の振興と大分ブランドの確立に向けた挑戦

を、３本の柱とした「おおいた産業活力創造戦略２００８」を策定し、進取の精神で「挑む」気概を持ってチャレンジ
する企業や県民の皆さんの取組を支援するとともに、頑張る皆さんがチャンスを生かして挑戦できるよう「挑める」
環境づくりを進めます。

２２ 集積を支える地場企業の体質強化集積を支える地場企業の体質強化

（１）イノベーションの創出

①産学官連携の推進

②経営革新の推進

③ＩＴ利活用の促進

④新技術・新製品開発の促進

⑤知的財産対策

（２）ベンチャー企業の育成

（３）製造技術の高度化

（４）第二創業の促進

（５）事業承継対策の推進

（６）農業等への技術支援
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Ⅱ ２０年度の基本方針

大分県内には、多様な産業がバランスよく立地しており、好調な企業進出に伴って、

最先端の企業集積が形成されようとしている。集積が集積を呼ぶという好循環の中、

県内には多くのビジネスチャンスが生じているが、現状に満足してチャンスを逃して

いる企業は厳しいグローバル競争の時代に残っていけない。

このため、「産業集積の進化と地場産業の挑戦」「挑戦の鍵を握る優秀な人材の育

成・確保」「商業の振興と大分ブランドの確立に向けた挑戦」を３本柱とした「おお

いた産業活力創造戦略２００８」を着実に実行し、進取の精神で「挑む」気概を持っ

てチャレンジする企業や県民の皆さんの取組を支援するとともに、頑張る県民がチャ

ンスを生かして挑戦できるよう「挑める」環境づくりを進める。

部是

目 標：「産業の活力を創造し元気で豊かな大分県作りを目指します。」

行動指針：「現場主義」「スピード」「改革・挑戦」

Ⅲ 事業の実施体制及び概要

１．事業の実施体制

平成２０年度中小企業支援事業の実施にあたって、県においては、職員が現場に

出向き、生の声を聞き、政策に活かす現場主義の徹底や民間企業経営者との意見交

換会による職員の意識改革、資質向上の取組を強化する。

また、支援策の実施に当たっては、県商工行政担当部門のみならず、「大分県中

小企業支援センター」に指定した（財）大分県産業創造機構（以下「創造機構」と

いう。）を中核機関として、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会等他の中小

企業支援機関の機能強化を図るとともに相互の連携強化を進める。

（１）大分県中小企業支援センターの実施体制

産業構造や国民生活の変化、グローバリゼーションやＩＴ化の進展など中小企業

を取り巻く環境が大きく変化している状況のもと、県内中小企業の経営革新と新規

創業を積極的に推進し、多様で活力ある中小企業の育成・発展を図ることが求めら

れている。

「大分県中小企業支援センター」に指定している創造機構は、（財）大分県技術

振興財団と（財）大分県中小企業振興公社を統合して発足し、次いで（社）大分県

地域経済情報センターの統合により、総合相談・調整、研究開発 支援、販路開拓

支援、経営支援等の各種の支援機能を有する中小企業の総合的な支援機関として整

備されてきた。

現在創造機構は、経営革新等の支援、取引振興のための支援、人材育成支援等各

種の支援事業を推進するなど、「おおいた産業活力創造戦略」の一翼を担っている。

なお、大分県中小企業支援センターの概要は次のとおりである。

名 称：財団法人大分県産業創造機構
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所在地：大分市東春日町１７番２０号

組 織：総務課、総合支援課(経営支援室)、地域産業育成課、産学官連携推進課、

研修・調査情報課、LSIクラスター推進局、地域結集事業推進局

機 能：総合相談・調整、研究開発支援、販路開拓支援、経営支援、起業化支

援、生産管理支援、交流支援、連携促進支援、商業活性化支援、情報

収集・提供、企業情報化支援、人材育成、調査研究、地域活性化支援

①プロジェクトマネージャー等配置

大分県中小企業支援センターが行う中小企業支援事業を効果的かつ効率的に実

施するため、事業を一貫して管理するプロジェクトマネージャーを配置するもの

とする。

プロジェクトマネージャーは、大分県中小企業支援センターが行う中小企業支

援事業と中小企業に関する他の施策との一体的な運用の観点から、その他の中小

企業等に対する支援事業についても指導助言を行うものとする。

このほか、経営・販路開拓、産学連携、生産革新、経営革新などの専門的な面

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、サブマネージャーを

配置するものとする。

②事業可能性評価委員会

事業可能性評価委員会は、各種の支援を希望する企業を審査し、継続的な支援を

提供するため設置するものである。

このため、中小企業者や創業を行おうとする者であって具体的な事業計画を有す

る者の求めに応じて、その事業化の有望性、技術の先進性、ノウハウの独自性、事

業の発展性等の多様な側面から、事業の可能性等について評価を行うこととする。

委員会の構成は、プロジェクトマネージャーを委員長とし、経営、技術等の知識

及び経験を有する者を委員とする。

中小企業支援事業の実施に当たり本委員会を活用することにより、事業の成長可

能性が高く、将来的に有望な企業を発掘して、その企業に対する総合的継続的な「

育て上げ」型支援の提供に結びつけ、施策効果を高めることに努めることとする。

なお、本委員会が積極的に活用されるようインセンティブの工夫、確保にも留意す

る。

（２）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（２３ヶ所）及び商工会議所（１０ヶ所）に経営指導員等を設置し、巡

回指導、窓口相談、講習会の開催等を実施することにより、小規模事業者の経営

の改善発達を図るものとする。

②大分県中小企業団体中央会

大分県中小企業団体中央会に指導員等を設置し、組合等の設立指導や運営支援

のための情報提供、調査研究等の事業を実施するとともに、中小企業同士の新た

な連携への取り組みを支援していく。
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③大分県商店街振興組合連合会

大分県商店街振興組合連合会に事務局長等を設置し、会員組合に対する指導、

情報提供のための研修等の事業を実施し、商店街の活性化や商業人材の育成等を

図っていく。

２ 事業の概要

（１）産業集積の進化と地場企業の挑戦

①自動車関連産業の振興

ダイハツ九州㈱の第二工場増設・操業開始、トヨタや日産など九州地区での相

次ぐ設備投資・増産、これに伴う関連一次部品メーカの進出などにより、自動車

関連産業の集積が加速している。今後も、「集積が集積を呼ぶ」というこの時期

を捉えて、県内の自動車関連産業の一層の集積を図る必要がある。

このため、「大分県自動車関連産業振興プログラム」に基づき、引き続き大分

県自動車関連企業会と連携しながら、意欲ある地場企業の新規参入や取引拡大の

取組を集中的に支援することにより、地場企業のモノづくり技術の向上を図ると

ともに、進出企業と地場企業が共に発展する自動車関連産業の集積を目指す。

・自動車関連産業新規参入促進事業 １８，６７６千円（新規）

・自動車関連産業振興プログラム推進事業 ２４，５１３千円

・自動車関連基盤技術設備投資促進事業 １９，７５４千円

②おおいたＬＳＩクラスターの推進

県内には(株)東芝セミコンダクター社、日本テキサス・インスツルメンツ(株)

などの大手半導体メーカや半導体後工程を得意とする地場企業が集積している。

今後益々激化する地域間競争に勝ち抜いていくためには、地場企業の更なる技術

力の向上と企業間連携の強化が求められている。「おおいたLSIクラスター構想」

に基づき、意欲ある地場企業と大手半導体メーカー、大学等研究機関が連携した

研究開発や人材育成、販路開拓を推進していく。

このため、研究開発については、進出企業からの課題解決型に加え、地場企業

の将来を見据えたテーマにも取り組み、独自技術を有する地場企業の育成を目指

す。

・おおいたＬＳＩクラスター構想推進事業 ６７，６４０千円

③産学官連携の推進

企業誘致の進展により、地場企業にはこれまで以上に高度な技術力と製品開発

のスピードが求められている。地場企業がこれらの要請に応え、ビジネスチャン

スを拡大していくためには、大学等の高度な技術シーズや知見を活用する産学官

連携の取り組みが益々重要になっている。

このため、産・学・官が今後取り組むべき事項を示した「産学官連携の強化に

かかる報告書」に沿って産学官連携の強化に努めるとともに、中小企業の共同研

究開発の機運を高めるため、産学官連携の成功事例を増やすとともに、地域結集

型研究開発プログラムなど産学官連携のリーディング事業を推進する。
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・おおいた地域資源活性化基金造成事業 １６，０３８千円

・産学官共同研究開発事業 ３０，６９９千円

・循環型環境産業創出事業 １２３，７４４千円

・次世代電磁力応用技術開発事業 ６４，９７９千円（新規）

・ものづくり産学官連携推進事業 １，５７６千円

・産学官技術連携促進事業 ６，７２０千円

④経営革新の推進

県が中小企業新事業活動促進法に基づいて承認した経営革新計画は、平成２０

年１月末で３２６件となっている。地場企業が競争力を強め成長を続けていくた

めには、市場の変化をいち早くつかみ、それに適合した新商品の開発や新サービ

スを提供するなどの経営革新が重要である。こうしたことから、今後も、経営革

新に取り組む地場企業を増やしていく必要がある。

このため、商工団体、(財)大分県産業創造機構、金融機関などの関係機関と協

力しながら、引き続き経営革新に関する普及啓発や計画作成支援、計画承認後の

フォローアップを行うとともに、経営革新の段階に応じた支援を充実することで、

経営革新に挑戦し、経営向上を達成する企業を増やしていく。

・中小企業経営革新支援事業 ３５，０００千円

・中小企業金融対策事業 ２６，６６９，６６７千円

⑤ＩＴ利活用の促進

企業活動における情報技術の活用は急速に進んでいるものの、地場企業の取組

みは遅れている。今後、地場製造業への情報システムの導入促進とともに、情報

サービス関連産業による新たな情報サービスの提供が求められている。また、情

報サービス関連産業の分野では、市場が急拡大している情報家電や自動車、携帯

電話等の機器に搭載される組込みソフトウェアを開発する技術者の育成や確保が

求められている。

このため、地場中小企業におけるＩＴ導入を支援し、経営や生産の効率化、戦

略的な生産計画の実現を図ることによって競争力の強化、並びに情報系企業にお

ける新たなビジネス展開を促進する。また、ＯＳＳや組込みソフトウェアに関す

る普及啓発、技術者のスキル向上を図る支援を実施する。

・中小企業ＩＴ化モデル事業 １５，４６９千円（新規）

・中小企業情報提供推進事業 ２５，１１９千円

・情報通信産業支援事業 ３，９８６千円

⑥新技術・新製品開発の促進

中小企業が新技術・新製品開発の取組を進めるためは、持っている様々なアイ

デアを具体的に形にする作業、すなわち試作機や試作品を作成する必要がある。

しかし、こうした初期経費は中小企業にとっては大きな負担となることから、国

や県等による公的支援が求められている。

このため、経営革新に取り組むなど、意欲ある中小企業の新技術・新製品開発

を支援する。

・技術・製品開発事業 １６，５８１千円
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⑦知的財産対策の推進

企業が発展していくためには、新技術・新製品の自主開発を行うなど、価格競

争から脱却を図ることが必要である。さらに、研究開発の成果等を知的財産権と

して保護することで、他社の参入を防ぐことも重要である。しかし、特許権等の

出願件数の状況をみると、本県における知的財産権の活用は十分とは言えず、今

後、より一層知的財産権の取得・活用を促進する必要がある。

このため、「大分県知的財産活性化指針」に基づき、九州経済産業局や日本弁

理士会とも連携し、知的財産対策の普及啓発や相談窓口を拡充し、地場企業にお

ける知的創造サイクルの進展を図る。また、アドバイザーや弁理士と連携し、知

財トラブルに係る情報提供や助言、企業内人材育成のサポート等も進めていく。

・少年・少女ものづくり人材育成事業 ３，５６８千円（新規）

・科学技術振興事業（技術高度化・連携促進事業） ５，５０６千円

・知的財産創出支援事業 ３，５１１千円

⑧ベンチャー企業の育成

ベンチャー企業は、特定分野の技術、商品、サービスなどに一定の「強み」を

もつものの、過去の実績や担保力・信用力の不足から資金調達や人材確保、販路

開拓も容易ではなく、企業が成長していく上での事業活動に支障を来している例

が見受けられる。特に、新規性が高い製品等は市場が顕在化せず、広域的な販路

開拓の手がかりがなく、単独での販路開拓が困難な企業が依然として多い状況に

ある。また、ベンチャー企業が発展していくためには、株式公開など多様な資金

調達を視野に入れた経営体質の改善にも取り組まなければならない。

地域活力の底上げ、産業基盤の土台づくり、雇用吸収力の向上のためには、新

たな事業化への取り組みによるベンチャー企業の創出・育成は重要な課題である。

果敢なチャレンジ精神とたくましい成長力を持つベンチャー企業の育成を通じ地

域経済を活性化していく必要がある。

このため、創業前・創業初期、成長・発展期、株式公開前までの各ステージ毎

のニーズに応じた、切れ目無い支援策を一体的に実施する。まず創業・育成支援

として、既存インキュベート施設「ｉプラザ（７室）」「ものづくりプラザ（５

室）」や、県が指定する民間の「大分県ベンチャーサポート施設」における官民

一体での創業支援体制を強化する。また、「ビジネスプラングランプリ」を通じ

て将来性・成長性の見込めるベンチャー企業の発掘・育成、受賞後のハンズオン

支援や賞に漏れた者のフォローアップ支援の強化を行い、大分県発ベンチャーと

してのモデル的企業が恒常的に誕生していくように務め、創業チャレンジ精神の

醸成と創業初期の効果的な支援を行う。

ベンチャー企業が抱える課題の解決のため、販路開拓能力の向上を多面的な施

策により支援するとともに、市場規模の大きな関西・関東などの商圏へのマッチ

ングを支援し、市場のニーズを捉えた製品改良や販売方法の改善により、企業の

成長を促進する。また、ベンチャーサポート資金をはじめとした融資・投資制度

の活用により、ベンチャー企業の資金調達の円滑化を図るとともに、株式公開に

よる資金調達を目指す中小企業者に対し、体系的・重点的な支援を行うことによ

り、地域経済に貢献していく株式公開企業を創出する。
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・知的財産創出支援事業 ３，５１１千円

・科学技術振興事業（技術高度化・連携促進事業） ５，５０６千円

・少年・少女ものづくり人材育成事業 ３，５８６千円（新規）

⑨製造技術の高度化

本県は、これまでの鉄鋼、石油、化学、電子部品等に加え、近年、精密機器、

輸送機器メーカが立地したことにより、全国的に見ても多様な産業構造となって

いる。このような産業構造を活かして、厚みのある産業集積を進めていくには、

進出企業に参入できるように地場企業の製造技術の高度化を進めていく必要があ

る。

このため、意欲的な地場企業を対象に経営の効率化、技術力の向上を進めて基

盤技術の確立を支援するとともに、地域に蓄積された技術を中心に地場企業間の

連携を促進し、あらたな事業展開による産業集積を図り地域の活性化を目指す。

・中小企業技術力向上支援事業 ８，１１１千円（新規）

⑩第二創業の促進

市場の成長性に陰りの見える不況業種に属する中小企業、特に建設業では、売

上高の大幅な減少と企業間競争の激化に伴い収益性が悪化しており、現場改善は

もとより、新分野進出や業種転換などの第二創業への取組が重要な課題となって

いる。

このため、土木建築部などの関係部局と連携しながら、不況業種に属している

第二創業に挑戦する企業に対し、各種支援制度の紹介や相談等を行うとともに、

第二創業に係る経営診断や助言、事業計画作成の支援、計画実行段階でのフォロ

ーを実施することにより、中小企業の第二創業を促進する。

・診断事業（第２創業支援） ５，５５９千円

⑪事業承継対策の推進

中小企業者の高齢化が進展する中、事業承継への取組の遅れや後継者不足によ

る廃業などの問題が２００６年版及び２００７年版の中小企業白書でも指摘され

ており、国では事業承継の円滑化が図られるよう、事業承継協議会を設立し総合

的な検討を進めるとともに、関連税制の改正や事業承継支援センターの設置を目

指している。このような中、県では、関係機関で構成する事業承継対策会議の開

催やセミナーの実施、融資制度の整備を行っているが、中小企業が円滑に事業承

継を行うには十分な準備が必要であり、この取組への支援が重要である。

このため、国の動向や支援内容を踏まえながら、県内関係機関で構成する事業

承継対策会議での意見交換を重ね、事業承継の円滑化に向けた支援を検討、実施

する。

・診断事業（事業継承支援） ５，５５９千円

（２）挑戦の鍵を握る優秀な人材の育成・確保

①教育による人材の育成・確保

労働力人口が減少していく中で、ものづくり産業を支える人材の育成・確保

は大きな課題であり、小学校、中学校、高校、大学といった各段階に応じた人
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材育成が重要となっている。

このため、教育機関との連携を強化して、成長の段階に応じた施策を展開し

ていく。小学生等に対してはものづくり現場の見学等を通じて、小さな頃から

理科やものづくりへの関心を高める。高校生、工科短大生については実践的な

授業を行い、地域産業のニーズに応じた即戦力となる人材の育成を行う。

・人材育成連携推進事業 ５，２７２千円（新規）

・少年・少女ものづくり人材育成事業 ３，５６８千円（新規）

・ものづくり育成推進事業 ３，７３２千円

②企業における人材の育成

地場企業が進出企業への取引参入を図るためには、技術力の向上が不可欠で

ある。このため、優秀な技術者の確保を図るとともに、地場企業自らが製造現

場を支える技術者の育成を図ることが重要である。

このため、地場企業が新規参入や進出企業が求める分野への展開を進めるた

め、人材の育成について進出企業に指導を求め、技術力を向上させる取組につ

いて、様々な角度から支援を行っていく。

・中小企業技術力向上支援事業 ８，１１１千円（新規）

・自動車関連産業振興プログラム推進事業 ２４，５１３千円

③技能の継承

若者の技能離れやものづくり産業を支えてきた熟練技能者の高齢化、団塊世

代の退職等により、ものづくりにおける技能の維持・継承・発展が大きな問題

となっている。また、ものづくり産業の立地や生産拡大に伴って、製造業の現

場を支える技術者の育成が求められいている。

このため、教育庁や職業能力開発協会等と連携して高度熟練技能者等を活用

し、企業在職者に対して高度熟練技能者等が持つ技や勘などの技能の継承に取

り組む。また、工業高校生に対しては、資格を取得するための基礎技術力を身

につけさせる実技指導や講習会を行うなど、レベルに応じた対策を実施し、技

能の継承に取り組む。

・ものづくり育成推進事業 ３，７３２千円

・認定職業訓練校助成事業 ３３，６９９千円

（３）商業の振興と大分ブランドの確立に向けた挑戦

①商店街の振興と個店の魅力向上

多くの商店街が、後継者不足や空き店舗などの問題を抱えており、商店街が

地域社会の中で果たしてきた機能が失われつつある。また、旧町村部では、過

疎化・高齢化の進行により地域の購買力が低下し、この１０年間で飲食料品小

売業の店舗数が２割強減少するなど、地域における商業機能の疲弊・衰退は地

域住民の安心な生活基盤をも揺るがせかねないものとなっている。また、商店

街衰退の要因として、従来「大型店との競合」が最大の要因とされてきたが、

最近では「魅力ある店舗が少ない」、「商店街活動への商業者の参加意識が薄

い」等、個々の商店、すなわち商店街自体の問題であるとの認識が商業者の間

で多数を占めるようになるなど意識の変化が見られる。こうしたことから、地
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域商業活性化のためには行政機関や商工団体、さらには地域住民等が連携し、

個性と魅力に溢れる個店づくりを核とした、地域独自の取組を起こすことが必

要となっている。

さらに、これからの地域商業・商店街対策としては、個店の魅力を最大限に

高めていく事が必要であり、個々の商業者の意欲と創意工夫を引き出していく

ため、魅力ある個店づくりのための研究会の開催や、空き店舗を活用した新規

出店のためのノウハウの提供等を通じ、実践的な商業人材の育成を図っていく

とともに、情報化社会の進展に伴い、商圏を限定せずに事業展開できるネット

ショップ等、新たな分野へ挑戦する商業者の支援を行う。また、旧町村部にお

いては地域商業の機能維持は大変重要な課題であることから、住民の生活基盤

を守るため、宅配事業の取組に対して支援を行う。

・ネットビジネス開拓事業 ７，７８２千円（新規）

・地域商業維持支援事業 ３，８１５千円（新規）

・個性的商店街づくり推進事業 ４，８７９千円（新規）

・商店街新規出店サポート事業 ３，２６５千円

②中心市街地の活性化

都市機能のスプロール化に伴う大型店の郊外出店や、消費者の行動パターン

の変化などを背景に、中心市街地における商店街では集客力が急速に低下しつ

つあり、賑わいの核としての機能の衰退が進んでいる。国においては、中心市

街地への都市機能の集約を図るため、まちづくり 三法の見直しを行った。

改正中心市街地活性化法に基づき、昨年５月に豊後高田市の基本計画が国の

認定を受け、大分市、別府市においても５月に国に申請を行ったところであり、

他市においても中心市街地の活性化を図るため、基本計画の策定に向けて積極

的な取組が行われている。

このため、中心市街地の活性化を推進するため、各市におけるに向けた取組

を積極的に支援する。併せて、活性化に意欲のある市が、外部の人材を「まち

づくり仕掛人」として活用して実施する、独自の取組を支援する。

・中心地にぎわい創出推進事業 ３，８８２千円

・中心市街地活性化支援事業 １４，１７８千円

③地域資源の活用促進と農商工連携の推進

豊かな農林水産物、全国一の源泉数・湧出量を誇る温泉など、本県の特徴的

な地域資源は、工夫次第で商品の差別化、高付加価値化の要素となり、県外や

国外の市場に対する、地場企業の競争力の源泉となり得るものである。

特に食品産業については、消費者の「おいしさ」や「安全・安心」へのこだ

わりから、地域の質の高い農林水産物を原材料とした商品へのニーズが高まっ

ている。しかしながら、地域資源の強みを発見し、商品を開発し、全国へと販

路を開拓していくためには、資金調達、マーケティング、アドバイスザーとの

ネットワーク構築など、様々な課題がある。

このため、競争力の高い地域資源活用商品を創出するため、「おおいた地域

資源活性化基金」を造成し、長期的な視点に立って研究開発、商品開発、販路

開拓等の取組を一貫して支援する。また、県内食品産業の強みである味噌・醤
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油や麦焼酎などの発酵・醸造分野の伝統技術やカボス、ハーブ、キノコなどの

農林水産物の商品開発、機能性評価等を推進する。

・おおいた地域資源活性化基金造成事業 １６，０３８千円（新規）

・技術指導・試験事業 ９，９９４千円

・県産麦焼酎酵母開発事業 ３，２２４千円

④大分ブランドの確立と販路開拓

本県は、豊かな天然自然に恵まれ、素晴らしい素材が数多くあるが、全国的

に有名な産品が少なく、積極的なＰＲによる大分ブランドの確立や国内外の市

場を視野に入れた販路開拓が必要である。また、消費者は、生産者の顔が見え

る安全・安心な個性ある商品を求めており、そのニーズに応え、消費者が買い

たくなる商品づくりも重要である。さらに、ネットショップ、宅配など流通チ

ャンネルも多様化していることから、地域だけで流通していた商品が全国区の

商品になる可能性もある。

しかし、県内生産者は、零細事業者が多く、また地域内での販売で満足して

いる経営者も多いため、多様化する市場側の情報や消費者ニーズ等を的確に捉

え、域外流通や生産拡大等に果敢に挑戦する人材・企業の育成が必要である。

このため、大分ブランドの構築を目指して、フラッグショップ坐来大分を拠

点として、県内の各地域にスポットを当てた地域フェアの開催やホームページ

の活用等を通じて県産品の戦略的な情報発信を行う。また、新商品の開発や既

存商品のブラッシュアップなど商品力の向上、県産品の求評・商談会の開催や

デパート、量販店、飲食店等と連携したマッチングによる販路拡大、セミナー

の開催やハンズオン支援による経営者の意識改革や商品企画力、販売戦略能力

の向上を図ることにより、県内生産者のやる気を喚起し、全国に通用する県産

品の育成を目指とともに、商品の全国展開など大きな可能性があるネットショ

ップの開設、コミュニティビジネスのステップアップ、地域資源を活用した新

商品の開発や域外流通への取組を促進する。

・ネットビジネス開拓事業 ７，７８２千円（新規）

・フラッグショップ活用推進事業 ４１，６７４千円

・県産品販路開拓事業 ６，１６９千円


