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平成２０年度福岡市中小企業支援計画【要約】 

 

Ⅰ．はじめに 

 

本市としては，中小企業対策を市政の重点施策として位置づけ，国の策定する「平成２０年度中小

企業支援計画」における，これまで以上に国，県，中小企業支援機関とも積極的に連携及び役割分担

を図りながら，きめ細やかな中小企業の振興及び経営支援体制の一層の充実強化に努めるとともに，

中小企業に対する中小企業支援施策の浸透に留意しつつ，本支援計画を策定するものである。 

 

Ⅱ．基本方針 

本市は，これまで，福岡商工会議所ビル内の福岡市中小企業サポートセンターにおいて創業から経

営までを一体的に支援できる体制の整備にあたり，さらに，同センター内に創業支援事業の拠点とし

て創業支援プラザを設置し，支援体制の充実強化に努めてきたところである。 

本市域内には中小機構九州支部や県，地域中小企業支援センターをはじめ商工会議所，商工会等，

多数の中小企業支援機関が存在しており，これらの中小企業支援機関との連携及び役割分担・協力を

図ることによって，効果的な中小企業支援事業の実施を目指すものとする。 

また，本市では，経営相談・診断助言事業をはじめ，経営者・管理者や従業員等の人材育成，企業

経営へのＩＴ導入・活用，融資制度等の充実を図ることにより，中小企業の成長発展を促すための支

援を行う。さらに，「創業しやすいまちづくり」を推進するため，インキュベート施設の提供や創業

支援プラザにおける幅広い創業相談を行うとともに，創業を支援する人材のネットワークである「福

岡市創業者応援団」を活用した創業支援事業の運用など，創業者の成長段階に応じた総合的なきめ細

かい支援に努める。新規創業にあたり資金が必要な場合には「福岡市商工金融資金制度」により資金

の斡旋を行なう。 

さらに，本市に集積する大学や（財）九州最先端情報技術研究所等研究機関と地場企業との連携強

化を促進し，研究開発力の向上に努めるものとする。 

 

 

Ⅲ．事業の実施体制 

１．中小企業へ情報交流体制の整備 

中小企業に対しては，市に限らず，国・県等が行う支援施策等の幅広い情報提供を行うとともに，

あらゆる機会を通して情報提供や情報収集を行う。また，様々な事業者が互いに交流を行うことが

できる機会や場を提供する。 

 

２．他機関等との連携体制の整備 

 

 本市の行う中小企業支援事業の実施に際しては，福岡市域に拠点を持つ，中小企業関係団体や，

政府系金融機関，地域金融機関，福岡県信用保証協会等の機関と密接な協力体制を築き，互いに連



携を図ることによって，中小企業支援事業の効果を高める。 

  また，本市中小企業の技術支援について，高度な技術で研究施設や設備が必要な案件については，

地域の大学や県の公設試験研究機関等が持つ高度技術支援機能と，本市との連携によって実施して

いくものとする。 

  さらに，本市の行う中小企業支援事業に民間専門家を積極的に活用するとともに，地域中小企業

の実態把握や事例研究に努める。 

 

Ⅳ．事業の実施概要 

 

平成２０年度においても，社会経済環境が大きく変化する中，中小企業を取り巻く厳しい経営環

境に対処するため，地域産業の振興を図り，様々な中小企業支援事業を積極的に推進することによ

って，中小企業の活力ある成長発展が図られるように努める。 

 

 

（１）中小企業の経営基盤の強化  

  ①経営相談・診断助言事業 

  ア．相談事業 

  イ．診断助言事業 

  ウ．経営支援担当者研修 

②新市場開拓の推進  

  ③小規模事業対策 

④能力開発の推進 

⑤情報提供等事業 

（２）高度化の推進 

（３）中小商業対策の推進 

  ①商店街の振興  

ア．商店街お悩みアドバイス事業 

イ．商店街施策事業評価・研究事業 

ウ．姪浜買物広場管理事業 

  エ．商店街活力アップ事業 

  オ．商店街を活用した地域コミュニティの活性化事業 

②中小小売商業の振興 

  ③流通業の振興 

   ④福岡ファッション産業支援事業 

（４）伝統産業の振興 

（５）創業支援事業 

   ①創業支援プラザ事業 



  ②インキュベート事業 

 ③福岡市創業者応援団事業 

  ④起業家支援セミナー 

（６）生活関連産業の振興 

（７）学術振興と新産業の振興・活用                    

①地域密着型の科学技術に対する支援と普及・啓発  

   ②産学連携交流促進事業 

      ア．福岡産学ジョイントプラザ実行委員会事業 

③九州先端科学技術研究所支援等 

④産学連携交流センター運営 

  ⑤情報関連産業の振興 

ア．エレクトロニクス情報関連産業の振興 

イ．システムＬＳＩ設計開発拠点化事業 

      ウ．情報関連産業人材育成事業 

（８）情報関連産業における人材確保の支援 

（９）中小企業サポートセンター管理運営費 

（10）金融の円滑化 

○一般資金 

・商工業振興資金 

・小口事業資金 

○経済対策資金 

・不況対策特別資金 

・倒産防止・災害復旧資金 

○新規事業支援資金 

・創業支援資金 

・新事業開拓資金 

○政策的資金 

・貿易振興資金 

・公害防止資金 

・設備対応資金 

・共同事業資金 

 

 



平成２０年度福岡市中小企業支援計画 

 

Ⅰ．はじめに 

 

中小企業は新たな産業を創出し，雇用を生みだし，地域経済社会を担う，いわば日

本経済を支える存在である。 

本市の中小企業は全事業者数の９９％，全従業員の８０％と，地域経済の中で大き

なウエイトを占めており，生活関連物資の安定供給や市民サービスの提供あるいは雇

用の創出など，市民生活の向上と市勢発展の活力源として大きな役割を果たしている

ことから，既存の中小企業の活性化と新たな経済活力の担い手となる創業の創出が不

可欠である。 

本市としては，中小企業対策を市政の重点施策として位置づけ，国の策定する「平

成２０年度中小企業支援計画」における，国，県，中小企業支援機関ともこれまで以

上に積極的に連携及び役割分担を図りながら，きめ細やかな中小企業の振興及び経営

支援体制の一層の充実強化に努めるとともに，中小企業に対する中小企業支援施策の

浸透に留意しつつ，本支援計画を策定するものである。 

 

Ⅱ．基本方針 

 

本市は，これまで，福岡商工会議所ビル内の福岡市中小企業サポートセンターにお

いて創業から経営までを一体的に支援できる体制の整備にあたり，同センター内に創

業支援事業の拠点として創業支援プラザを設置し，支援体制の充実強化に努めてきた

ところである。 

国の「平成２０年度中小企業支援計画」では，国，都道府県等及び中小企業基盤整

備機構（以下「中小機構」という。）が，「対話と協力」という基本的な考え方に基

づいて，それぞれの施策について理解を深め，適切な役割分担の下で緊密に連携し，

施策の効果を最大化することに重点を置くこととしている。 

本市域内には中小機構九州支部や県，地域中小企業支援センターをはじめ商工会議

所，商工会等，多数の中小企業支援機関が存在しており，これらの中小企業支援機関

との連携及び役割分担・協力を図ることによって，効果的な中小企業支援事業の実施

を目指すものとする 

また，本市では，経営相談・診断助言事業をはじめ，経営者・管理者や従業員等の

人材育成，企業経営へのＩＴ導入・活用，融資制度等の充実を図ることにより，中小

企業の成長発展を促すための支援を行う。さらに，「創業しやすいまちづくり」を推

進するため，インキュベート施設の提供や創業支援プラザにおける幅広い創業相談を

行うとともに，創業を支援する人材のネットワークである「福岡市創業者応援団」を

活用した創業支援事業の運用など，創業者の成長段階に応じたきめ細かい支援に努め

るとともに，コミュニティビジネスによる起業がしやすくなるよう環境を整備する。

新規創業にあたり資金が必要な場合には「福岡市商工金融資金制度」により資金の斡

旋を行なう。 

さらに，本市に集積する大学や（財）九州最先端情報技術研究所等研究機関と地場
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企業との連携強化を促進し，研究開発力の向上に努めるものとする。 

 

 

Ⅲ．事業の実施体制 

 

１．中小企業へ情報交流体制の整備 

 

中小企業に対しては，市に限らず，国・県等が行う支援施策等の幅広い情報提供

を行うとともに，あらゆる機会を通して情報提供や情報収集を行う。また，様々な

事業者が互いに交流を行うことができる機会や場を提供する。 

 

２．他機関等との連携体制の整備 

 

 本市の行う中小企業支援事業の実施に際しては，中小企業ベンチャー総合支援セ

ンターや県，地域中小企業支援センターをはじめ，福岡市域に拠点を持つ，商工会

議所，商工会，福岡県中小企業団体中央会などの中小企業関係団体や，政府系金融

機関，地域金融機関，福岡県信用保証協会等の機関と密接な協力体制を築き，互い

に連携を図ることによって，中小企業支援事業の効果を高めることとする。 

  また，本市中小企業の技術支援について，高度な技術で研究施設や設備が必要な

案件については，地域の大学や県の公設試験研究機関である福岡県工業技術センタ

ーや地域の大学等が持つ高度技術支援機能と，本市の経営，マーケティング，資金

等に係るアドバイス機能との連携によって実施していくものとする。 

  さらに，地域における民間専門家に関する情報収集に努め，本市の行う中小企業

支援事業に民間専門家を積極的に活用する。また，民間専門家と密に情報交換を行

い，地域中小企業の実態把握や事例研究に努める。 

 

Ⅳ．事業の実施概要 

 

平成２０年度においても，社会経済環境が大きく変化する中，中小企業を取り巻

く厳しい経営環境に対処するため，地域産業の振興を図り，様々な中小企業支援事

業を積極的に推進することによって，中小企業の活力ある成長発展が図られるよう

に努める。 

 

 

（１）中小企業の経営基盤の強化           69,013 千円（前年度 69,013 千円） 

 

  ①経営相談・診断助言事業                    27,567 千円（前年度 30,759 千円） 

  ア．相談事業 

 福岡市中小企業サポートセンター経営相談室において，経営，金融，下請，

借り入れの返済に関する専門相談員を配置し，中小企業の経営者，創業予定者

などの相談に対応する。 
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   また，中小企業者の日常の取引等において生じた問題や経営活動を行っていく

上で生じる法律問題について，顧問弁護士による法律相談を実施する。 

  イ．診断助言事業 

経営の診断及び助言に関する事業は，経営支援アドバイス，創業支援アドバ

イス，ＩＴ活用支援アドバイス，経営環境変化対応支援アドバイス，ものづく

りアドバイザー巡回事業と区分し，実施にあたっては民間専門家を積極的に活

用する。 

また，事業の実施にあたっては，企業の必要性や積極性の高いものに重点を

置くとともに，各企業の実情に合わせて，診断助言，研修，その他の中小企業

支援事業の各施策を有機的に組み合わせ，実行性の高い支援を行う。 

さらに，診断助言を受けた企業に対して，診断報告の機会をとらえ，事後に

おける支援に関しても積極的に実施するなど，あらゆる機会をとらえて経営診

断のフォローに努める。 

  ウ．経営支援担当者研修 

    中小企業大学校で行われる中小企業支援担当者研修に職員を派遣し資質の

向上を図る。 

 

  ②新市場開拓の推進                            16,011 千円(前年度 16,632 千円) 

地場中小企業の新たな市場開拓を支援するため，発注企業と主に地場中小製造

業との新たな取引のきっかけづくりを目的とした商談会や，販路開拓の支援事業

を実施するほか，国家資格などの取得支援を通じた，中小企業の受注能力向上の

ための技術講習会等を実施する。 

また，内外の発注企業への地場中小企業情報の提供や，関係団体の実施する中

小企業支援事業への助成を通じ，地場中小企業の受注促進に努めるなど，地場中

小企業の受注機会の増大に資する取り組みを推進する。 

 

  ③小規模事業対策                             14,420 千円(前年度 14,120 千円) 

商工会議所，商工会が行う小規模事業に対する経営改善普及事業に対し助成を

行う。 

 

   ④能力開発の推進                               2,925 千円(前年度 4,097 千円) 

中小企業の人材養成を支援する職業訓練協会への助成や，中小企業大学校直方

校で実施される技術者向け研修を受講する中小企業者に対して助成を行う。 

また，関係機関と連携し，中小企業の管理者・従業員の資質向上を図るため各

種研修を実施する。 

さらに，中小企業の雇用促進と定着性の向上を図るため，中小企業の福利厚生

事業を行う（財）中小企業従業員福祉協会を支援し，中小企業の人材確保を推進

するため，会社合同説明会を実施し，雇用促進を図る。 

 

  ⑤情報提供等事業                              2,785 千円（前年度 3,399 千円） 

中小企業のＩＴ導入・活用を支援するため「福岡市ＩＴ活用支援Ｗｅｂサイト」
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の運用や電子メールを媒体とした情報誌「メルマガＣＡＴＣＨ」の配信を行うと

ともに，Ｗｅｂサイト「福岡市産業振興ガイド」，福岡市産業情報誌「ＣＡＴＣ

Ｈ」による情報提供を行う。 

また，他の中小企業支援機関とのネットワークを活用し，情報の収集，提供を

行う。 

 

（２）高度化の推進                 3,849 千円(前年度 3,849 千円) 

 

協同組合等の組織化の促進，共同施設設置等に対する専門家による指導を行う。 

また，中小企業の自主的な努力を助長することにより，産業の高度化，企業の成

長など都市機能の維持増進に資するため，組織化，共同施設等に対して助成を行う。 

さらに，協同組合等が抱える課題解決のための専門家派遣「中小企業団体支援ア

ドバイス」や，協同組合等が行なう研修事業への講師派遣「中小企業団体研修支援」

などにより，協同組合等の活動を支援する。 

   

（３）中小商業対策の推進                41,535 千円（前年度 81,553 千円） 

 

  ①商店街の振興                              23,242 千円(前年度 71,824 千円) 

ア．商店街お悩みアドバイス事業 

活性化を図ろうという意欲のある商店街や共同店舗において，その取り組み

の初期段階の「きっかけ」づくりや新たに発生した問題解決やアドバイスを必

要とする場合等において，当該商店街等の実情にあった専門家や市民モニター

を適切な期間派遣する。 

イ．商店街施策事業評価・研究事業 

商店街支援策の実施による成果検証や施策に対する商店街ニーズを収集把

握し，施策に対する評価・検証を進める。 

ウ．姪浜買物広場管理事業 

商店街リフレッシュ事業で整備した，西区姪浜商店街内の「姪浜買物広場」

の維持及び運用管理を行う。 

  エ．商店街活力アップ事業 

多様な組織体力，事業規模，企画内容等に柔軟に対応し，自主運営，自主活

動の初期段階積極的に支援することにより，商店街等の活力アップを推進す

る。 

また，商店街，公益活動団体等が街内の空き店舗を継続的に賃借し，にぎわ

いを取り戻すとともに，来街者の利便向上を図るため，借上げによる共同施設

整備を支援する。 

さらに市内商店街会員の中で活性化に興味を持つ会員等を対象に継続した

セミナーを開催し，時期リーダーの育成を図る。 

  オ．商店街を活用した地域コミュニティの活性化事業 

    地域コミュニティの活性化に向けて施策立案の基礎調査を実施する。 
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  ②中小小売商業の振興                          6,781 千円(前年度 7,952 千円) 

小売商業関係団体が，経営の安定，事業の振興，経済的地位の向上を図るため

に行う共同事業，研修等に対し助成する。 

また，大規模小売店舗立地法に基づき大型店の新設，変更等の届出について，

周辺生活環境保持の観点からの審査を行なう。 

さらに，商店経営や商店街運営等の研修を通じて商業者の人材育成を図る「博

多商人塾事業」を実施する。 

 

  ③流通業の振興                                1,512 千円(前年度 2,188 千円) 

福岡流通センターの機能強化を図るための支援を行う。 

また，センター内の協同組合等が行う，地区活性化の取り組みについて支援す

る。 

 

 ④福岡ファッション産業支援事業                    10,000 千円(新規) 

   福岡の繊維ファッション産業の活性化に向けて実施される取り組みについて，

自立し，継続した取り組みとなるよう商工会議所，県等と連携しながら支援する。 

 

 

（４）伝統産業の振興                23,148 千円（前年度 23,887 千円） 

 

博多織，博多人形などの本市伝統産業に関する技術者，後継者の育成や，新製品

開発，販路拡大等のための支援を行う。 

また，博多織・博多人形の常設展示・交流施設の設置について，施設・運営方法

を検討する。 

 

（５）創業支援事業                 188,693 千円（前年度 75,034 千円） 

 

 ①創業支援プラザ事業                           3,347 千円(前年度 3,778 千円) 

   創業支援情報の発信拠点として，福岡市中小企業サポートセンター内に創業支

援プラザを開設，創業者や各種創業支援情報の提供，福岡市商工会議所との連携

による創業相談を実施する。 

   また，創業者応援団の交流事業などの交流拠点として運営する。 

 

  ②インキュベート事業                        176,941 千円(前年度 62,529 千円) 

情報産業の集積地である福岡ソフトリサーチパーク，福岡市中小企業サポート

センターがある福岡商工会議所ビル，アイランドシティ内の福岡ビジネス創造セ

ンターにおいて，低廉な料金で利用できる事務室等を提供し，併せて，専門家の

派遣による経営指導・助言を行い，円滑な自立促進を図る。 

また，創業者へ支援ができる民間賃貸施設を公募・指定し，優れた事業計画を

有する創業者に対し，指定した民間施設に入居する際の賃料の一部を助成する。 
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 ③福岡市創業者応援団事業                       8,107 千円(前年度 8,216 千円) 

地場企業経営者や専門家でつくる「福岡市創業者応援団」との共働により，ビ

ジネスプラン総合相談会，ステップアップ助成事業，交流事業「創業者フェア」

等を実施し，創業者の成長段階に応じたきめ細かい支援を行うとともに，様々な

人との出会いの場を提供する。 

 

  ④起業家支援セミナー                              298 千円(前年度 551 千円) 

新たな市場を創出・開拓していく起業家の育成等を推進するため，セミナーと

フォローアップを実施する。 

 

（６）生活関連産業の振興                          5,220 千円（前年度 6,204 千円） 

 

  市民生活の質的向上や市民に身近な課題解決に向けた取り組みを支援するため，

コミュニティビジネスの振興を核とした施策を推進する。 

 

（７）学術振興と新産業の振興・活用                    

 

①地域密着型の科学技術に対する支援と普及・啓発 4,698 千円（前年度 5,108 千円） 

     生活者の視点に立った地域密着型の科学技術振興に取り組み，技術革新を通じ

た産業・経済の活性化，市民生活の質的向上を図る。 

 

   ②産学連携交流促進事業            3,799 千円（前年度 6，935 千円） 

   本市に集積する大学等研究機関と地場企業との連携強化を促進し，地場企業の

研究開発力向上や新産業･新技術の創出を図る。 

ア．福岡産学ジョイントプラザ実行委員会事業 

商工会議所，市，大学（市内理工系），関係業界団体で組織する実行委員会

において，研究会・セミナー・交流会を開催するなど，地場企業と研究者の連

携交流を促進する。 

 

③九州先端科学技術研究所支援等             346,099 千円（新規） 

（財）九州先端科学技術研究所（ISIT）を活用し，情報関連やナノテクノロジー

関連など，先端科学に係わる産業の振興を図る。 

 

④産学連携交流センター運営                31,412 千円（新規） 

「企業と大学の共同研究・共同開発の場の提供」，「研究成果の実用化・事業

化支援」，「産学交流の場づくり」の三つの機能を柱とし，レンタルラボ・オフ

ィスの提供を行うとともに，交流事業の開催や産学連携コーディネータ等による

事業化支援などを行う。 

 

  ⑤情報関連産業の振興            80,552 千円（前年度 85,425 千円） 

ア．エレクトロニクス情報関連産業の振興    5,172 千円（前年度 5,283 千円） 
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 ｢福岡エレコン交流会｣の活動推進，ＩＴ戦略顧問の活用及び他分野との連携

により，エレクトロニクス情報関連産業の振興を図る。 

    イ．システムＬＳＩ設計開発拠点化事業         69,880 千円（前年度 74,880 千円） 

福岡県，北九州市と，｢システムＬＳＩ設計開発拠点化構想事業｣を推進する

とともに，｢福岡システムＬＳＩ総合開発センター｣，｢アジア半導体機構(ＡＳ

ＴＳＡ)｣等を活用し，情報関連産業振興を図る。 

    ウ．情報関連産業人材育成事業                 5,500 千円（前年度 5,262 千円） 

自動車や情報家電関連企業からのニーズが高く今後さらなる成長が期待さ

れる組込みソフト開発業務に参入できるよう，地域が一体となった組織により

人材育成を実施し，地場の競争力の強化を図る。 

 

（８）情報関連産業における人材確保の支援           3,000 千円（前年度 80 千円） 

   労働力需給のミスマッチ解消や技術力のある人材の確保を図るため，本市の次代

を担う情報関連産業の誘致・集積に資する人材及び企業のマッチングシステムを市

HP「福岡市しごと情報」上で運営し，企業情報・求人情報を提供する。  
 

（９）中小企業サポートセンター管理運営費       20,337 千円（前年度 21,538 千円） 

 

（10）金融の円滑化       〔参考 76,717,000 千円(前年度 72,804,000 千円)※計上外〕 

市内中小企業者が事業を行っていくうえで必要となる一般資金をはじめ，経済対

策資金，新規事業支援資金，政策的資金の融資を行う。 

 

○一般資金 

・商工業振興資金 

・小口事業資金 

○経済対策資金 

・不況対策特別資金 

・倒産防止・災害復旧資金 

○新規事業支援資金 

・創業支援資金 

・新事業開拓資金 

○政策的資金 

・貿易振興資金 

・公害防止資金 

・設備対応資金 

・共同事業資金 
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