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平成３０年度 事業計画 

 

 我が国経済は、個人消費や民間設備投資が持ち直すなど民需が改善し、雇用・

所得環境の改善が続く中で、緩やかな回復基調が続いている。一方、海外経済の

不確実性や金融資本市場の変動の影響等が懸念されており、先行きの不透明感が

払拭されていない状況が続いている。  

 

 県内においては、雇用情勢が堅調に推移しており、個人消費も着実に持ち直し

ているほか、企業の設備投資は高めの水準を維持し、景気は回復を続けている。

中小企業の多い本県においては、この「景気の好循環」をより確かなものとする

ため、企業収益の改善に加え、地域の雇用を支えイノベーションの担い手である

中小企業への支援を強化している。 

 

 このような中、当機構においては、「プロフェッショナル人材戦略拠点」を設置

し、都市部等のプロフェッショナル人材を活用して、地域産業の飛躍を目指すと

ともに、中小企業の相談窓口である「よろず支援拠点」では、経験豊富なコーデ

ィネーターを通じ、中小企業の活動を多方面からワンストップで支援してきたと

ころである。 

 

 また、平成２９年４月にドイツのニーダザクセン州で開催された世界最大級の

見本市「ハノーバメッセ２０１７」においては、徳島が誇る先進技術「ＬＥＤ応

用製品」や伝統的技術である「藍関連製品」の展示など、「徳島ならでは」の情報

を発信した。 

 

 平成３０年度においては、県における「『とくしま地方創生・実感』予算」に呼

応し、関係機関とも連携しながら「新事業創出」「販路開拓」「経営革新」「企業情

報化」「技術開発」「創業支援」などの事業を実施し、頑張る中小企業をしっかり

支え地域産業の基盤強化や活性化に取り組んでいく。
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公１ 設備導入、資金調達等の支援事業 徳島県中小企業金融円滑化事業

設備資金貸付事業

設備貸与事業（県単含む）

公２ 地域経済の活性化等を図る事業 ｢LED×藍｣産業応援ファンド事業

とくしま経済飛躍ファンド事業（地域資源活用枠）

徳島県農商工連携ファンド事業（農商工連携枠）

公３　 上海事務所運営事業

新市場開拓チャレンジ・LED海外展開支援事業

｢LED×藍｣製品開発支援事業

｢LED×藍｣開発製品発信事業

徳島県ものづくり企業販路開拓総合支援事業

ものづくり中小企業販路開拓コーディネート事業

新市場開拓チャレンジ支援等事業

四国連携販路開拓プロジェクト事業

農工商連携ネクストステージ推進事業

中小企業総合支援費経営支援事業

創業促進・あったかビジネス支援事業（あったかコンペ平成藍大市含む）

地域需要創造型等起業・創業促進事業

とくしま経営塾「平成長久館」パワーアップ事業

経営品質パワーアップ事業

中小企業等外国出願支援事業

中小企業・小規模事業者等ワンストップ総合支援事業

プロフェッショナル人材戦略拠点事業

とくしま新未来雇用創造プロジェクト専門家派遣事業

公４　 中小企業総合応援拠点連携支援事業

情報支援体制整備円滑化事業（情報賛助会事業含む）

とくしまSOHO支援事業

デジタルコンテンツ人材育成事業

公５ 技術開発・研究開発事業 地域イノベーション戦略支援事業

徳島県産学官連携推進事業

徳島県へのインバウンド促進事業

健康･医療関連企業雇用拡大推進等事業

戦略的基盤技術高度化支援事業

高機能素材関連企業雇用拡大推進事業

収１　雇用対策推進費造成事業 中小企業・雇用対策推進費造成等事業

収２ 償還支援事業 償還支援事業

収３ 創造的中小企業創出支援事業 創造的中小企業創出支援事業

経営基盤の強化等に関する
情報の収集、提供及び情報化等
の支援事業

平成30年度　主要事業体系図

中小企業等の創業、経営革新、
経営基盤の強化支援事業

Ⅰ 公益事業

Ⅱ 収益事業

Ⅲ 法人会計
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Ⅰ 公益事業 

 

公１ 設備導入、資金調達等の支援事業 

 

（１）徳島県中小企業金融円滑化事業（県補助：426,194千円） 

 県内中小企業者が必要とする事業資金の調達を支援するため、中小企業

者が負担する信用保証料の一部を助成する。 

 

（２）設備資金貸付事業（県補助他：1,671千円） 

 貸付企業に対し、当該設備が適正かつ効率的に使用されるよう、巡回訪

問等により適切な情報の提供及び助言を行う。 

 

（３）設備貸与事業（県単含む）（1,858 千円） 

 未収企業に対して、状況に応じたきめ細やかな償還指導を行う。 
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公２ 地域経済の活性化等を図る事業 

 

（１）「ＬＥＤ×藍」産業応援ファンド事業（10,328千円） 

 本県の強みを活かした「ＬＥＤバレイ構想」や｢地域資源である藍｣によ

る｢新商品・技術開発｣等に対して助成を行う。 

基金既造成額 ４３億円 

 

（２）とくしま経済飛躍ファンド事業（地域資源活用枠）（213,483 千円） 

 地域資源の活用や競争力を有するオンリーワン企業を目指した「新商

品・技術開発」、「創業・経営革新」等の事業に対して助成を行う。 

基金既造成額 ６０億円 

 

（３）徳島県農商工連携ファンド事業（農商工連携枠）（70,575千円） 

 本県の「強み」を活かした「農商工連携」による「新商品・技術開発」

等の事業に対して助成する。 

基金既造成額 ２５億円 
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公３ 中小企業等の創業､経営革新､経営基盤の強化支援事業 

 

（１）上海事務所運営事業（県補助：17,672 千円） 

 東アジア、東南アジアにおける事業拠点として、現地ならではの機動性

や情報の収集発信機能を活かし、販路開拓を志す県内企業への支援や商談

セッティングなどにより、県内企業の海外ビジネスをサポートするととも

に、徳島ブランドや本県の総合的認知度の促進を図ることにより、本県企

業の販路拡大及び観光誘客の促進につなげるための事業を着実に進めて

いく。 

 

（２）新市場開拓チャレンジ・LED海外展開支援事業（県受託：10,746千円） 

 ｢ＬＥＤバレイ構想・ワールドステージ行動計画｣の「ワールドステージ

戦略」に基づき、県内ＬＥＤ関連企業が持つ課題やニーズを踏まえ、アジ

ア地域でのＬＥＤ応用製品の販路開拓を促進するため、国際照明見本市に

徳島県ブースを設置し、県内ＬＥＤ関連企業の海外市場展開を推進する。 

・ビルド・エコ・エキスポ アジア（ＢＥＸ Ａｓｉａ）２０１８へ

の出展支援 （開催地：シンガポール） 

 

 

（３）「ＬＥＤ×藍」製品開発支援事業（県受託：16,600千円） 

 「ＬＥＤバレイ構想・ワールドステージ」の進展、また国内外からの「藍」

への注目の高まりを好機とし、ＬＥＤや藍を活用した徳島ならではの製品

開発等に取組む県内企業の国際競争力強化と販路開拓を支援する。 

・海外デザイナー等と県内企業とのＬＥＤと藍を活用した製品の共同

開発 

・ＷＥＢや紙媒体等を用いた効果的な広報活動の実施 

 

（４）「ＬＥＤ×藍」開発製品発信事業（県受託：14,700千円） 

 県内ものづくり企業のグローバル展開の加速と、「ＬＥＤバレイ構想・ワ

ールドステージ」の更なる推進を図り、また国内外からの「藍」への注目

の高まりを踏まえ、「ＬＥＤ・藍と言えば徳島！」を発信するため、「フラ

ンス・メゾン・エ・オブジェ２０１９」に「徳島県ブース」を出展し、県

内企業の国際競争力強化と販路開拓を支援する。 

- 5 -



・「フランス・メゾン・エ・オブジェ２０１９」へのブース出展交渉及

び手続 

・ＬＥＤと藍を効果的に組み合わせたブースのデザイン制作及び施

工・撤去 

・通訳者の手配 

 

（５）徳島県ものづくり企業販路開拓総合支援事業（県補助：20,428 千円） 

①広域商談会開催事業 

・四国の支援機関等が連携し、全国から募集した発注企業との広域商

談会を香川県高松市において開催する。 

・近畿ブロックの支援機関等と合同で、全国から募集した発注企業と

の広域商談会を、大阪市、京都市で実施する。 

 

②販路情報収集・提供事業 

・県内中小企業のＰＲツールとして、技術力、製品を紹介した企業ガ

イドブックを作成する。 

 

（６）ものづくり中小企業販路開拓ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ事業（ファンド：31,692 千円） 

①ものづくり企業の事業推進コーディネーター配置事業 

 専門コーディネーターを配置し、県内中小企業の販路開拓・新事業

展開・技術マッチング、並びに「とくしま経済飛躍ファンド事業」助

成案件の事業化支援・フォローアップ、事業化事例ＰＲ等により支援

する。 

・モノづくり企業支援コーディネーター及び事業化支援コーディ

ネーターの配置 

 

②専門技術サポート事業 

 企業の技術力向上と更なる成長の基盤となる優れた技術者を育成す

るため、県内企業等を対象に、地域資源を活用した事業展開に関する

セミナーを開催するとともに、現場で即戦力となる技術者の養成など

に取り組む。また、コーディネーター配置により、巡回相談・ニーズ

の調査等ＬＥＤや藍関連企業の競争力強化や新規関連企業集積につな

がる支援活動を行う。 

・専門技術セミナーの開催 

・トータルサポートコーディネーターの配置 
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③東京常設展示場からの情報発信・販路開拓支援事業 

 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向け、本県企業の

首都圏における情報発信拠点である東京常設展示場において「ＬＥ

Ｄ・藍発祥の地＝徳島」をスローガンに、本県が誇る地域資源である

ＬＥＤや藍を活用した製品や技術を発信するとともに、新事業展開に

取り組む県内外の関連事業者の交流機会を提供する。 

 

④とくしまビジネスフォーラムｉｎ東京 開催事業 

 首都圏の企業を対象として、「徳島ならでは」の地域資源を活用した

ＬＥＤ関連企業を含めた製造業、ＩＣＴ関連企業等のサテライトオフ

ィスの集積を促進するとともに、地元企業とのコラボレーションによ

る新たな事業展開、ビジネスチャンスの拡大により地域経済の活性化

を図る。 

 

 

（７）新市場開拓チャレンジ支援等事業（県受託他：24,940千円） 

 国内大規模展示会への出展やＮＰＯ法人の活用による販路開拓により、

県内企業の新たな販路開拓や競争力強化を支援し、参加企業の事業拡大及

び雇用拡大を図る。 

・新市場開拓支援員の配置 

・機械要素技術展（東京）への出展支援 

・ものづくり新技術展示商談会の開催 

・徳島ビジネスチャレンジメッセ２０１８における出展支援 

・特定非営利活動法人経営支援ＮＰＯクラブによるマッチング支援 

・県内ものづくり企業に関する情報発信サイトの運営・管理 

 

 

（８）四国連携販路開拓プロジェクト事業（県受託他：5,600千円） 

 四国地方産業競争力協議会における「四国企業販路開拓マッチングプロ

ジェクト」において、四国ブースとして、関西機械要素技術展に連携出展

を行う。 

  

- 7 -



 

 

 

（９）農工商連携ネクストステージ推進事業（ファンド：5,000 千円） 

 中小企業者及び農林漁業者の農工商連携の取り組みによる新商品開発

支援や農商工連携認定事業のフォローアップ等を実施するとともに、売上

増加や県産品のブランド力の向上を図るため、農工商連携を推進し、徳島

県ならではの新商品・新サービスの開発・生産、販売方法等を学ぶために

必要な支援を実施する。 

・農工商連携コーディネーター設置 

・農工商連携マッチング会 

 

（10）中小企業総合支援費経営支援事業（県補助：19,866千円） 

①支援体制整備事業 

 県内中小企業に対し経営相談や経営診断等の支援を行い、企業の競

争力の強化を図る。 

 

②改善エキスパート認定事業 

 改善活動に優れた企業人材を改善エキスパートとして認定し、優れ

た技術の継承、発展及び後進の育成を図ることにより、県内企業の競

争力強化を支援する。 

 

（11）創業促進・あったかビジネス支援事業 

（県補助他：14,460千円・県受託：950千円） 

 創業者等の事業計画の作成をはじめ、各種支援策により創業の振興を図

るとともに、ビジネスコンペを開催し、優れた事業者を表彰することによ

り、事業意欲を高め、その計画達成を支援する。 

 創業者への支援を充実させるため、準備・立ち上げなど創業の段階に応

じたコーディネーターを設置する。また、創業予定者に対する学びの場と

して、県央・県南・県西の各地域において創業セミナーを実施するととも

に、予定者の事情に応じた個別指導の講座を開催する。 

 

（12）地域需要創造型等起業・創業促進事業（国受託：76千円） 

 創業補助金の交付を受けた事業者に対して、経営状況や業況等の実態把

握を行う。 
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（13）とくしま経営塾「平成長久館」パワーアップ事業 

（県補助他：18,967 千円） 

①とくしま経営塾「平成長久館」事業（人材育成支援） 

 経営革新、創業、情報化に関する各種研修を、経営トップ、中間管

理者、現場管理者の層別に区分して体系づけ、「強い組織」づくりのノ

ウハウを総合的に学ぶ研修事業を実施する。 

（分野毎の主な講座） 

○経営革新支援分野 

（経営革新セミナー、企業力向上トップセミナー、 

エシカル消費セミナー、健康経営セミナー等） 

○創業支援分野（起業力養成講座、デジタルクリエイター養成塾等） 

○ＩＣＴ・企業情報化支援分野 

（ICT経営実践セミナー、AI･ビッグデータ活用実践講座、 

デジタルコンテンツビジネス入門セミナー等） 

 

②速効経営助っ人事業（専門家派遣） 

 企業の諸課題を迅速に解決するため、専門家（中小企業診断士、技

術士、税理士、公認会計士等）を登録・派遣し、診断・助言により支

援する。 

 

（14）経営品質パワーアップ事業（県補助他：3,620 千円） 

 県内企業の経営革新を促進するため、「徳島県経営品質賞」への申請を通

じて、申請企業の発掘からアセスメント記述に至るまでの体系的な支援を

実施する。 

 

（15）中小企業等外国出願支援事業（国補助：4,000 千円） 

 県内の中小企業等における戦略的な外国への特許出願等を促進するた

め積極的な支援を実施する。 

 

 

（16）中小企業・小規模事業者等ワンストップ総合支援事業 

（国受託：48,000 千円） 

 県内の中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営課題に対して、ワン

ストップで対応する「徳島県よろず支援拠点」を運営し、地域の支援機関

と連携しながら経営相談を実施し、中小企業・小規模事業者の活性化を図

る。 
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（17）プロフェッショナル人材戦略拠点事業（県受託：30,000 千円） 

 地域と企業の成長戦略の実現のために、プロフェッショナル人材のＵＩ

Ｊターンが全国的に拡大することを目的とし、そのために、地域の中小企

業の「攻めの経営」や経営改善への意欲を喚起し、プロフェッショナル人

材の活用による企業の経営革新の実現を促すプロフェッショナル人材戦

略拠点を設置し、機運醸成を図る。 

 

（18）とくしま新未来雇用創造プロジェクト専門家派遣事業 

（県受託：3,240 千円） 

 とくしま新未来雇用創造プロジェクト参加企業を対象に、製品開発・新

市場開拓・人材育成等の取り組み及びこれに付随する個別の経営課題を解

決するため、専門家派遣を実施する。 
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公４ 経営基盤の強化等に関する情報の収集、提供及び情報化等の支援事業 

 

（１）中小企業総合応援拠点連携支援事業（ゼロ予算） 

 徳島経済産業会館の支援機能を高めるため、各経済団体の各種施策・事

業案内を実施する。 

 

（２）情報支援体制整備円滑化事業（県補助他：38,861 千円） 

①情報の収集及び提供 

 雑誌及び各種機関資料等から経営情報を管理・収集・整理し、情報

相談に応じるとともに、ホームページやメールニュース、月刊誌「企

業情報とくしま」により経営情報を提供する。 

 

②調査分析事業 

 県内中小企業の景気動向を四半期毎に調査し、経営の参考情報とし

て提供する。 

 

（３）とくしまＳＯＨＯ支援事業（県補助他:16,309千円） 

 ＩＣＴを活用して新たに起業しようとする者やこれから創業しようと

する者、あるいは創業後間もないベンチャー企業等に対し、小規模施設を

低廉な価格で提供するなどして育成する。 

 

○「とくしまＳＯＨＯプレイス」 

 ＩＣＴを活用する創業者等に小規模オフィスを提供する。 

○「ベンチャールーム」 

 創業者、ベンチャー企業等に小規模オフィスを提供する。 

○「チャレンジルーム」 

 学生、クリエーター、ＵＩＪターン者等にシェアルームを提供する。 

○「交流サロン」 

 企業間のビジネスマッチング等、交流を深める場を提供する。 

 

（４）デジタルコンテンツ人材育成事業（県補助他：18,265千円） 

 本県における「デジタルコンテンツ」産業を担う人材を広く育成し、県

内産業の活性化を図ることを目指す。  
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公５ 技術開発・研究開発事業 

  

（１）地域イノベーション戦略支援事業（国補助：29,963千円） 

 糖尿病の克服に向けた持続的なイノベーション創出を目指す「とくしま

「健幸」イノベーション構想」を着実に推進させるため、産学官金連携に

よる推進体制を整備し、徳島大学等を中心とした世界レベルの糖尿病研究

を支援する。また、その研究成果の「製品」及び「サービス」両面での事

業化を促進する。 

 

（２）徳島県産学官連携推進事業（県補助：50,738 千円） 

 「とくしま「健幸」イノベーション構想」を更に深化させるため、引き

続き、徳島大学病院糖尿病対策センターに糖尿病発症等に係る疫学調査を

業務委託する。また、これまでの研究開発成果の県内企業による事業化を

推進するため、研究機関とのマッチング支援や知財戦略支援等を行う。 

 

（３）徳島県へのインバウンド促進事業（ファンド：8,500千円） 

 徳島県が有する地域資源（医療・観光資源等）を活用して国外に向け情

報発信を行う。アジア地域へのアプローチを強め、主に中国から徳島への

誘客促進と県産品の販路拡大を推進する。 

 

（４）健康・医療関連企業雇用拡大推進等事業（県受託：3,367 千円） 

①健康・医療関連企業雇用拡大推進事業 

 健康・医療関連企業の創出や活性化を目的として、企業に対し、専

門的知識を有するアドバイザーを派遣するとともに、「徳島ビジネスチ

ャレンジメッセ」など、県内企業関係者が多く集まるイベントの場を

活用し、健康・医療関連企業の創出や活性化を目的としたセミナーの

開催を実施する。 

 

②新市場開拓チャレンジ支援事業 

 健康・医療関連企業の販路拡大や企業間マッチングを促進するため

に、「徳島ビジネスチャレンジメッセ」、「健康博覧会」、「アグリビジネ

ス創出フェア」、「メディカルジャパン」などの県内外の大規模展示会

への出展支援を実施する。 
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（５）戦略的基盤技術高度化支援事業（国補助：24,856 千円） 

 技術高度化を図る県内中小企業を支援するため、四国経済産業局の補助

を受け、事業管理機関として、大学、徳島県立工業技術センター等と共同

で研究開発事業を実施する。 

 

（６）高機能素材関連企業雇用拡大推進事業（県受託：13,423 千円） 

 高機能素材（ＣＦＲＰ、ＣＮＦ等）関連企業における雇用拡大を促進す

るため、高機能素材コーディネーター等を配置し、高機能素材の新用途開

発に向けた産学官研究会の開催や技術研修による人材育成等の実施を通

じて、中小企業等の事業拡大や新分野進出を図り、新たな雇用を創出する。 
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Ⅱ 収益事業 

 

収１ 雇用対策推進費造成事業 

（１）中小企業・雇用対策推進費造成等事業（県受託：13,912 千円） 

 県の資金を地方債、政府保証債等により長期運用し、県の中小企業・雇

用対策等の事業に必要な財源を確保する。 

運用額 37,755,662,700円 

 

収２ 償還支援事業 

（１）償還支援事業（200 千円） 

 県の中小企業高度化資金等の円滑な償還を支援するため、借受企業等の

同意に基づき、その償還準備金の計画的な積み立てを行い、円滑な償還を

支援するとともに、積み立て企業に対し、積立手形に貼付する収入印紙を

補助する。 

 

収３ 創造的中小企業創出支援事業 

（１）創造的中小企業創出支援事業（県補助他：2,689千円） 

①投資事業有限責任組合事業 

 機構・県及び地元金融機関等が中心となり、県内ベンチャー・中小企業

の育成支援を目的に設立された「とくしま市場創造１号投資事業有限責任

組合」は、昨年１２月末をもって解散し、平成３０年１２月の清算結了に

向け、清算手続を進めていく。 
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Ⅲ 法人会計（県補助他：48,933千円） 

 

機構運営を円滑に実施するため、法人会計を設け全般的な管理を行う。 

 

.
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