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平成30年度

☆持続的な拡大再生産の好循環に向けた事業者の戦略策定
☆絶え間ないものづくりへの挑戦
☆外商の加速化と海外展開の促進
☆企業立地や起業の促進
☆産業人材の育成・確保
☆南海トラフ地震対策の推進

☆高知県の産業振興と活力ある地域経済の発展を目指して

☆高知県の産業振興と活力ある地域経済の発展を目指して

☆高知県の産業振興と活力ある地域経済の発展を目指して
☆専門家派遣（消費税軽減税率対策窓口相談等事業）
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平成30年度　商工労働部の取り組み 

平成30年度

高知県商工労働部の取り組み 

１．持続的な拡大再生産の好循環に向けた事業者の戦略策定 

＜事業戦略策定等への支援＞ 

産業振興センター総合支援事業費（中小企業経営資源強化対策事業費）　 698,149千円
 　　本県産業の活性化を図るため、県内中小企業の支援を実施している（公財）高知県産業振興
　センターにおいて、企業の経営ビジョンを実現していくためのベースとなる事業戦略の策定から
　実行までの一貫した支援の取り組みを強化するとともに、製品の企画段階から販路開拓までの
　支援を行うなど、企業の飛躍的な成長による拡大再生産の促進を図ります。 

問い合わせ先：工業振興課企画調整担当　　088ｰ823ｰ9691 

＜地域の事業者の経営力強化＞ 
○中小企業経営支援事業費（小規模事業経営支援事業費）　　1,037,930千円
 　県下の25商工会と６商工会議所及び高知県商工会連合会に対して助成等を行うことで、小規模
事業者等の振興と経営の安定を通じた地域経済の活性化を図ります。 
 

問い合わせ先：経営支援課団体指導担当　　088ｰ823ｰ9698 

＜地域の事業者の経営力強化＞ 
中小企業経営支援事業費（経営発達支援推進事業費） 　　　　54,192千円 
　地域の事業者の経営計画の策定・実行支援を担う経営指導員のスキルアップを図るために、スーパー
バイザーを設置するとともに、個々の事業者の課題に応じた支援体制を構築し、経営計画の策定・実行
支援をサポートするために、地域に経営支援コーディネーターを設置します。 

問い合わせ先：経営支援課団体指導担当　　　088-823-9698

２．絶え間ないものづくりへの挑戦 

＜ものづくり企業の製品開発の促進＞ 
ものづくり産業振興費（ものづくり事業戦略推進事業費）　　　　85,934千円 
 　県内企業（製造業）の製品開発や、設備投資における取り組みに対して、調査段階から製品開発、
設備投資などの各段階において、徹底した市場調査や効率的な設備の選定と配置、導入効果の
事前検証に必要となる費用の一部を助成し、付加価値の高い製品開発や、より効率的な設備投資を
促進することにより、企業の生産性向上を目指します。 
 

○工業技術振興事業費（ものづくり分野研究事業費）　　　　　　　6,427千円 
 　県内企業等の製品開発・技術開発を支援し、ものづくり技術力の強化を図るとともに、産学官の連携
により付加価値の高い新たな事業創出を支援し、県内産業の活性化を図ります。 

問い合わせ先：工業振興課企業支援担当　　088ｰ823ｰ9724 

問い合わせ先：工業技術センター　　088ｰ846ｰ1111 

NEW
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○紙産業技術試験研究費　　42,779千円 
　紙、不織布製品の開発研究、実用化研究を実施し、紙産業関連企業への技術移転を行うことにより、
県内紙産業の活性化を図ります。 
 

○紙産業技術振興促進費　　21,622千円 
 　高知県紙産業フォローアップ委員会を開催し、紙産業の在り方検討会のとりまとめ方針に基づく取
り組み状況の確認や今後の展開を検討します。また、客員研究員、専門技術者及び紙産業振興ア
ドバイザーによる指導などにより、企業技術者やセンター職員の技術開発力の高度化を図るとともに、
研究や依頼試験等を通じて県内紙産業関連企業を支援します。 
　

問い合わせ先：紙産業技術センター　　088ｰ892ｰ2220 

拡充 産業振興センター総合支援事業費（中小企業経営資源強化対策事業費）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　698,149千円【再掲】  

問い合わせ先：工業振興課企画調整担当　　　088-823-9691

○海洋深層水試験研究費　　6,446千円 
　海洋深層水の資源特性を活かして、水産業、農業、工業など様々な分野での産業利用を目指します。 

問い合わせ先：海洋深層水研究所　　0887ｰ22ｰ3136 

平成30年度　商工労働部の取り組み 

NEW 工業技術振興事業費（新技術普及事業費）　　 2,558千円
 　新たな技術に関する知識の習得や導入機器を利活用する分科会を実施するとともに、企業の課題を
解決するための技術スキルを持った人材の育成や、職長など生産工程の改善等に取り組む中核人材
の育成を行い、県内企業の生産性の向上を目指します。  

問い合わせ先：工業技術センター　　088ｰ846ｰ1111 

○室戸海洋深層水ブランド化事業費　　3,797千円 　
　室戸海洋深層水のブランド化を推進し、他地域との区分化や市場信頼性を高めます。また、海洋深層
水の多面的な利活用を促進し資源として有効利用を図るとともに、海洋深層水を核とした地域振興を推
進するための事業を行います。 
 

問い合わせ先：工業振興課海洋深層水推進室　　088ｰ823ｰ9022

○知的財産活用促進費　　7,688千円　
　県の特許に関わる施策や試験研究機関等からの相談に対して、顧問弁理士等から助言指導を受
けるなど、県が実施する研究の成果の権利化や利活用を行います。また、実務者向けの専門セミ
ナーや一般向けの普及啓発セミナー等を開催して、人材の育成を図るとともに、知的財産の活用を
促進します。 

 問い合わせ先：産業創造課企画連携担当　　088ｰ823ｰ9643 

＜生産性向上（省力化・高付加価値化）の推進＞  

○ＩｏＴ推進事業費　　　65,153千円　
　IoTやITの導入を「産」「学」「官」「金」が連携し推進することにより、第一次産業における生産性向上
をはじめ、南海トラフ地震対策や中山間地域の医療・福祉、教育などの様々な課題の解決を図るとと
もに、そのノウハウを蓄積し、IoTなどの先端技術を活用したビジネスの振興を図ります。 
 

 問い合わせ先：産業創造課IoT推進室　　088ｰ823ｰ9751 
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中小企業金融対策事業費（中小企業制度金融貸付事業費）　750,522千円 　　
　中小企業等融資制度：中小企業者等が信用保証協会に支払う保証料の一部を県が負担し、
事業活動に必要な資金を長期かつ低利・低保証料で供給します。 　
融資枠：325億 
 
　中小企業設備資金利子補給制度：中小企業者等が行う生産性の向上につながる設備投資にか
かる融資の利子の一部を補給します。 
利子補給対象設備投資額：合計30億円　利子補給率：1％以内 
 

問い合わせ先：経営支援課金融担当　　088ｰ823ｰ9698 

工業技術振興事業費（新技術普及事業費）　2,558千円【再掲】 
 

＜メイドイン高知の防災関連産業のさらなる振興＞ 

 ものづくり産業振興費（防災関連産業振興事業費）　32,515千円 　
　県民の「安全・安心の確保」と「県経済の活性化」を実現していくために、南海トラフ地震への備えと連動
させながら、県内の防災関連の需要を県内企業の商品で満たす「地産地消」の取組や、県外・海外の需
要を県内企業が取り込んでいく「地産外商」の取組を推進し、防災関連産業の振興を図ります。 
 

NEW ものづくり産業振興費（ものづくり事業戦略推進事業費）　85,934千円【再掲】 

問い合わせ先：工業振興課企業支援担当　　088ｰ823ｰ9724 

ものづくり産業振興費（ものづくり事業戦略推進事業費）　85,934千円【再掲】 

＜紙産業の飛躍的な成長の促進＞ 　　

○紙産業育成事業費　1,289千円 
　成長が期待される分野に関する紙・不織布分野の推進及び技術者のスキルアップや幅広い市場
ニーズに対応できる企業の育成を目指します。 
 

○紙産業技術試験研究費　42,779千円　【再掲】 
○紙産業技術振興促進費　21,622千円　【再掲】 

 

ものづくり産業振興費（ものづくり事業戦略推進事業費）　85,934千円【再掲】 

平成30年度　商工労働部の取り組み 

交流会会員随時募集中！

問い合わせ先：工業技術センター　　088ｰ846ｰ1111 

問い合わせ先：紙産業技術センター　　088ｰ892ｰ2220 

問い合わせ先：工業振興課企業支援担当　　088ｰ823ｰ9724 

問い合わせ先：工業振興課企業支援担当　　088ｰ823ｰ9724 
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＜外商強化に向けた食品加工の高度化＞ 
○工業技術振興事業費（食品分野研究事業費）　15,453千円 
　産業振興計画に基づき、県内農水産業者や商工業者と行政・公設試が連携して、研究開発を行うこ
とにより、 食品加工の高度化を支援するとともに、新たな食品産業の育成を図ります。 

 

○工業技術支援事業費　53,019千円 
　企業等からの依頼分析試験への対応や国際認証を受けた高度分析機関として輸出の際の品質保
証などを行うとともに、試験研究業務に必要となる機器等の整備や技術情報の調査、研究成果の情報
発信を行うことで、 ものづくり企業の振興を支援します。 

＜産学官連携によるイノベーションの創出＞ 
○産学官連携新産業創出事業費 　　　　　　　　　178,415千円 
　科学技術を活用した新たな産業の創出を図るため、県内の産学官の連携を強化し、相互の情報交
換や交流を促進するとともに、産学官の共同研究及び研究成果を活かした事業化を支援します。 

問い合わせ先：工業技術センター　　088ｰ846ｰ1111 

平成30年度　商工労働部の取り組み 

対 象 者  「産・学」又は「産・学・官」による共同研究チーム

対 象 事 業
  大学等の研究シーズや県内企業のニーズに基づき、産学（官）で
  行う中期的な研究であって、３年以内に事業化研究への移行が
  見込まれるもの

委 託 金 額 等
  １，８００万円以内／年
 （ただし、３年目は１，０００万円以内／年）３年以内

対 象 経 費   装置・設備費、人件費等

対 象 者  「産・学」又は「産・学・官」による共同研究チーム  「産・学」又は「産・学・官」による共同研究チーム

対 象 事 業
  大学等の研究の成果や企業の優れた技術等を活用
  して、２年以内に製品又は試作品開発が見込まれる  
  研究開発

  大学等の研究の成果や企業の優れた技術等を活用し
  て、既に一定の事業化を達成しているものについて、
  さらに多分野の産業利用を促進するための研究開発

補 助 額 等   １，０００万円以内／年、２年以内
 １，８００万円以内／年
（ただし、３年目は１，０００万円以内／年）３年以内

補 助 率   大学等１０/１０　民間企業等２／３  大学等１０／１０　民間企業等２／３

対 象 経 費   装置・設備費、人件費（大学等のみ）等  装置・設備費、人件費（大学等のみ）等

問い合わせ先：産業創造課企画連携担当　　088ｰ823ｰ9643

産学官連携産業創出研究推進事業委託料

産学官連携事業化支援事業費補助金

産学官連携事業化支援推進事業 産学官連携多分野利用促進事業
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＜地域商業の活性化＞ 　
○商業振興事業費　　　62,343千円 
 

　 商店街等活性化事業費補助金　　　　3,725千円 
　商工団体等が行う商業振興を目的とする計画策定事業や、商店街等の活性化に向けたソフト事業、
地域コミュニティ機能の維持・発展に資する事業を支援します。 

○中山間地域商業対策事業費　10,516千円 
　　商業機能が年々弱まっている中山間地域の商店街や商業集積地において活性化に取組む
　グループや商工団体を支援します。 
 

○チャレンジショップ事業　32,977千円 
　　チャレンジショップを開設し、移住希望者を含む開業希望者の育成や商店街の空き店舗への
　出店支援等を行う商店街振興組合等に対し、チャレンジショップの運営に要する費用等の補助を
　行います。 

 

○空き店舗対策事業　10,528千円 
　　商店街等の空き店舗を活用し、小売業や飲食業、サービス業などを行おうとする出店者に対し、
　改装に要する費用の補助を行います。 

○中小企業経営支援事業費（小規模事業経営支援事業費）　1,037,930千円【再掲】 

　中小企業経営支援事業費（経営発達支援推進事業費）　　　　54,192千円【再掲】 

対 象 者  市町村等 

事 業 実 施 団 体  商工団体等及び商業者グループ 

補 助 対 象 経 費  報償費、旅費、雑役務費、需用費（食糧費除く）、役務費等 

補 助 率  補助対象経費の県１／４以内　市町村１／４以上 

補 助 上 限  1,125千円 

補 助 対 象 者  民間事業者等

補 助 対 象 経 費  空き店舗への新規出店に要する店舗改修費等

補 助 率  補助対象経費の１／２以内

補 助 上 限  １００万円

問い合わせ先：経営支援課商業流通担当　　088ｰ823ｰ9679 

NEW

問い合わせ先：経営支援課団体指導担当　　088ｰ823ｰ9698 

平成30年度　商工労働部の取り組み 
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＜ものづくり地産地消・外商センターによる外商促進（防災関連製品含む）＞  
　産業振興センター総合支援事業費（中小企業経営資源強化対策事業費）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　698,149千円【再掲】 

 

　ものづくり産業振興費（防災関連産業振興事業費）　　32,515千円【再掲】 

　 
＜県内企業の海外展開を促進＞  

  産業振興センター総合支援事業費（中小企業経営資源強化対策事業費）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　698,149千円【再掲】 

 

　ものづくり産業振興費（防災関連産業振興事業費）　　32,515千円【再掲】 
 

　○ものづくり産業振興費（海外展開支援事業費）　       4,033千円 
　　　四国地方産業競争力協議会の中の四国企業販路開拓マッチングプロジェクトとして、四国４県が
   連携して行っている、海外における効果的な商談機会を四国内の製造業に提供することにより、海外
   展開の拡大を図ります。その他、県内製造業（防災関連産業を除く）における海外展開を支援します。 

＜全庁一丸となった企業立地の推進＞ 

　○企業立地促進事業費補助金　平成３０年度支援分 　　　　 　 672,722千円 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成３１年度以降支援分　　 1,500,000千円 
　　　工場等の新増設経費に対する助成により企業の立地を推進し、地域経済の活性化と
    雇用機会の拡大を図ります。 

３．外商の加速化と海外等展開の促進 

拡充

拡充

４．企業立地や起業の促進 

問い合わせ先：企業立地課立地第二担当　　088ｰ823ｰ9693 

対 象 業 種 　製造業 等 

補 助 対 象 経 費
　土地、減価償却資産の取得費（補助率：10％～25％） 
　雇用奨励金【県内新規雇用者数×100万円（正規）

　又は80万円（非正規）】

問い合わせ先：工業振興課企画調整担当　　088ｰ823ｰ9691 

問い合わせ先：工業振興課企業支援担当　　088ｰ823ｰ9724 

問い合わせ先：工業振興課企画調整担当　　088ｰ823ｰ9691 

平成30年度　商工労働部の取り組み 

問い合わせ先：工業振興課企業支援担当　　088ｰ823ｰ9724 

-６-

拡充

拡充



○ IT・コンテンツ企業立地促進事業費補助金　　平成３０年度支援分　　　　108,287千円 
　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　   平成３１年度以降支援分　  50,754千円 
　　IT・コンテンツ企業の立地経費に対し助成することにより企業の立地を促進し、地域経済の活性化
及び雇用機会の拡大を図ります。 

 

○コールセンター等立地促進事業費補助金　　平成３０年度支援分 　　　　　  213,790千円 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成３１年度以降支援分 　　1,500,000千円 
　　コールセンター等事務系職場の新増設経費等に対する助成により企業の立地を推進し、地域経済
　の活性化と雇用機会の拡大を図ります。 

 

○見本市出展業務委託料　　5,910千円 
   大都市で開催される見本市に出展し、高知県への進出メリットをアピールすることで、本県への誘致
を一層推進します。 

 

○工場用地整備事業費補助金　　4,000千円 
　 県内における工場用地等の整備を円滑に推進するために、工場用地整備事業を行う市町村に対し
助成を行います。 
 

○工業団地開発関連事業費補助金　　22,163千円 
　　市町村との共同による新たな工業団地を整備するにあたり、事業を円滑に推進するため、市町村が　
　行う関連公共事業に対して補助します。 
　 

○工業団地造成事業費　　272,697千円 
　　高知市及び南国市において新たな産業集積拠点を整備するため、市と共同で工業団地を整備し、
　産業基盤の強化を図ります。 

（仮称）南国日章工業団地整備事業　　【特別会計】111,550千円 
　　　　　　工事完成予定　　平成３１年度 

（仮称）高知布師田団地整備事業　　　【特別会計】107,818千円 
　　　　　　事業着手　　　　平成３０年度 

 

対象業種
補助対象経費
（補助率等）

　アニメ、ゲーム、アプリ、ソフトウェア、インターネット付随
　サービス等のIT・コンテンツ関連企業 

　建物賃借料、通信費、設備のリース費、研修費、人材募集費、
　事務所の改修費（1/2以内） ・設備の取得費（20%） 
　雇用奨励金（正規職員1名につき120万円等） 

問い合わせ先：企業立地課立地第一担当　　088ｰ823ｰ9881 

問い合わせ先：企業立地課開発支援担当　　088ｰ823ｰ9694 

平成30年度　商工労働部の取り組み 

-７-

問い合わせ先：産業創造課IT・コンテンツ産業担当　　088ｰ823ｰ9750 



＜起業に取り組む事業者等への支援の強化＞ 

○ ITコンテンツ産業振興費（IT・コンテンツビジネス起業化支援事業費）　　4,987千円 
　県内経済の活性化及び若者の県内定着を図るため、IT・コンテンツ分野において、意欲のある事業者
や専門家、金融機関で構成する高知県IT・コンテンツビジネス起業研究会を組織し、情報交換会や事
業計画策定等に関する個別相談会の開催等を行うことにより、事業化支援や企業間取引、事業連携
の促進を図ります。 

 

○シェアオフィス利用推進事業費　　7,731千円 
　中山間地域等の産業振興を図るため、市町村等が設置・運営するシェアオフィスの広報や誘致活動
を行い、県内外の企業や新規創業者等の入居を促進するとともに、入居時の初期費用や運営費用の
助成などにより、入居した事業者の活動を支援します。 

 

　中小企業金融対策事業費（中小企業制度金融貸付事業費）　　750,522千円【再掲】 

 

平成30年度　商工労働部の取り組み 

＜人材確保の推進＞ 

就職支援相談センター事業費　　95,251千円 
　高知県就職支援相談センター「ジョブカフェこうち」において、若年者の就職意識の向上を図るとともに、
雇用におけるミスマッチを解消し、円滑な就職の促進と職場への定着を図るため、就職や職場定着に
繋がりにくい方等を対象にしたきめ細やかな相談やセミナー等を実施します。 

 

大学生就職支援事業費　　34,570千円 
　県内大学生等に向けた合同企業セミナーや、県外大学生等に対するインターンシップセミナー等を開
催するほか、高知求人ネットの学生向け情報ページを充実させるなど、より多くの学生に県内就職に関
する情報を届け、県内就職意向者の増加を図ります。 

 

IT・コンテンツ産業振興費（首都圏IT・コンテンツ人材確保事業費）　　16,258千円 
　　首都圏在住の若手のIT技術者・クリエイターなどの人材やIT・コンテンツ関連企業とのネットワークを
構築し、定期的な交流や県内企業とのマッチングを図ることで、県内への人材のU・Iターンや企業の立
地、県内企業との事業連携等を促進します。 

 

５．産業人材の育成・確保 

問い合わせ先：産業創造課IT・コンテンツ産業担当　　088ｰ823ｰ9750 

問い合わせ先：経営支援課金融担当　　088ｰ823ｰ9695 

拡充

拡充

拡充

NEW

問い合わせ先：雇用労働政策課就業支援担当　　088ｰ823ｰ9766 

問い合わせ先：商工政策課事業推進担当　　088ｰ823ｰ9692

問い合わせ先：産業創造課IT・コンテンツ産業担当　　088ｰ823ｰ9750

-８-



＜円滑な事業承継と中核人材の確保への支援＞ 

○事業承継・人材確保支援事業費     平成３０年度支援分      8,328千円 
                                                平成３１年度支援分      2,500千円 
  後継者不在等による地域産業基盤の脆弱化に対応するため、「高知県事業引継ぎ支援センター」な
ど関係機関と連携し、円滑な事業承継に向けた支援を行います。また、中小企業等が事業承継計画
の策定やＭ＆Ａに必要となる経費の一部を補助し、事業承継の加速化を図ります。 

 

＜人材の育成の推進＞ 

○工業振興対策費（伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費）　　15,154千円
  本県の特色ある地場産業である伝統的な工芸品や特産品の振興を図るため、これらの産品の製造
に意欲的に取り組もうとする者を発掘し、技術やノウハウを伝承する後継者の育成を支援します。また、
伝統的工芸品等のＰＲによる知名度向上や、販路拡大を支援します。 

工業技術振興事業費（新技術普及事業費）　2,558千円【再掲】 
 

 

○産業技術人材育成事業費　6,561千円 
　ものづくり産業の担い手となる技術者を養成するとともに、食品加工及び機械金属加工に関する外部
人材を活用し、技術相談や商品開発などを支援します。 

分 野 補 助 対 象 経 費 補 助 率 補 助 上 限

短期研修事業 
（５日間以上） 

 短期体験研修実施にかかる経費 
 講師謝金、旅費、通信運搬費、
 パンフレット作成費等 

 県：２／３ 
 市町村：１／３

 30万円／年 

研修環境整備事業
 研修環境の整備にかかる経費 
 研修用道具の購入・リース料、
 修繕費

 県：２／３ 
 市町村１／３

 30万円／年 

研修者受入事業 
（最長２年）

 研修生：図書教材費、道具代、
 研修視察費、研修中の生活費等 
 研修受入生産者等：謝金

 県：２／３ 
 市町村：１／３ 

 研修生：15万円 ／月 　　
（定額） 

 ５万円まで
 　　 県：10／10
 ５～12.5万円
      県：２／３
      市町村：１／３ 

 研修受入生産者等： 
 ５～12.5万円／月

問い合わせ先：商工政策課事業推進担当　　088ｰ823ｰ9692 

問い合わせ先：工業振興課地場産業担当　　088ｰ823ｰ9720 

問い合わせ先：工業技術センター　　088ｰ846ｰ1111 

伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費補助金 

平成30年度　商工労働部の取り組み 

-９-

NEW



○高等技術学校費　　305,072千円 
　新規学卒者及び離転職者に対し、就職のために必要な技能と知識を習得させるための訓練を高知、
中村の高等技術学校において実施するとともに、生活指導や就職先の開拓など訓練生を支援します。
また、訓練生と訓練生の就職先の確保のため、学校や団体、企業等に対する積極的な広報活動を展
開します。さらに、高知、中村の高等技術学校において産業界と連携した計画的な在職者訓練を実施
します。 

 

○高等技術学校施設等整備事業費　　112,431千円 
　高等技術学校で行う職業訓練の安全衛生環境の保全や技術面での充実を図るための施設等を整
備します。 
 

○技能開発向上対策費　　　36,444千円 
　技能検定や企業における職業能力開発の指導助言を行っている高知県職業能力開発協会に対して
助成を行うとともに、職業訓練を行う中核施設として高知県立地域職業訓練センターを運営することで
職業能力の向上を図ります。また、優れた技能者を学校や地域に「ものづくり名人」として派遣することで、
ものづくりや技能を尊重する社会づくりを推進します。 

○訓練管理費　　　8,874千円 
　公共職業能力開発に関する各種支援施策の推進を図ります。 

 

○職業訓練費　　302,813千円 
　　職業能力開発促進法に基づき実施する委託訓練や在職者の認定職業訓練の充実により離職者や
在職者のスキルアップを図ります。また、職業訓練を受けやすい環境を整備するため、訓練を受ける際
の託児サービスを実施します。 

 
 

○地域活性化雇用創造プロジェクト事業費　　 156,065千円 
　　恵まれた地域資源を活用し、産業振興計画の推進を加速化させることにより、地域の雇用の創出・
拡大に繋げていくために、プロジェクト事業を統括する協議会の運営及び県内企業の雇用や人材育成、
県内求職者の就職支援や非正規社員の正規化を支援する事業を委託して実施します。 

 
 

 ITコンテンツ産業振興費（IT・コンテンツアカデミー開催事業費）　　　62,234千円 
　県内への集積が進みつつあるIT・コンテンツ関連企業の担い手となる人材を県内で育成し、関連企業
の更なる県内集積と若者の雇用創出・県内定着を図るため、土佐ＭＢＡにＩＴ・コンテンツアカデミーを開
講し、IT・コンテンツビジネスに関する多様な知識や技術を学ぶことのできる場を創出します。 

 

平成30年度　商工労働部の取り組み 

 
 
 

NEW

問い合わせ先：雇用労働政策課能力開発担当　　088ｰ823ｰ9765 

問い合わせ先：雇用労働政策課雇用対策担当　　088ｰ823ｰ9762 

問い合わせ先：産業創造課IT・コンテンツ産業担当　　088ｰ823ｰ9750 

-１０-



＜生産性向上の取り組みを通じた働き方改革の推進＞ 

　産業振興センター総合支援事業費（中小企業経営資源強化対策事業費）　
                                                                             698,149千円【再掲】 

 

○中小企業経営支援事業費（小規模事業経営支援事業費）　　1,037,930千円【再掲】  
 

○中小企業経営支援事業費（経営発達支援事業費）　　         54,192千円【再掲】 

 
 

　就職支援相談センター事業費　　                                   95,251千円【再掲】 

 
 

○地域活性化雇用創造プロジェクト事業費　　                      156,065千円【再掲】 

 
 

○労働政策総務費（ワーク・ライフ・バランス推進事業費）　       17,414千円 
  ワークライフバランス推進企業認証制度の普及のためアドバイザーを設置し、認証制度のＰＲ、企業内
の規定整備の助言や申請書類の審査を行います。 さらに、働き方改革推進のため、企業ニーズに応じ
た専門家の派遣等を行い、県内事業者の労働条件や職場環境の改善への助言等を行います。 

＜企業ニーズに応える震災に強い基盤づくりに向けた工業団地の開発＞ 

○工場用地整備事業費補助金　　4,000千円 【再掲】
　 

○工業団地開発関連事業費補助金　22,163千円 【再掲】
　　

○工業団地造成事業費　272,697千円 【再掲】

 
 
 

問い合わせ先：工業振興課企画調整担当　　088ｰ823ｰ9691 

拡充

拡充

問い合わせ先：経営支援課団体指導担当　　088ｰ823ｰ9698 

問い合わせ先：雇用労働政策課就業支援担当　　088ｰ823ｰ9766 

問い合わせ先：雇用労働政策課雇用対策担当　　088ｰ823ｰ9762 

問い合わせ先：雇用労働政策課労政担当　　088ｰ823ｰ9763 

平成30年度　商工労働部の取り組み 

６．南海トラフ地震対策の推進 

問い合わせ先：企業立地課開発支援担当　　088ｰ823ｰ9694 

-１１-



＜事業者の防災対策の推進＞ 

○事業者地震対策促進事業費　　　　　　　　　　  9,996千円 
 

○商工業事業継続計画策定支援事業委託料　　5,119千円 
　商工業者が、南海トラフ地震等に対応するＢＣＰ（事業継続計画）策定に必要な知識を深め、策定を促
進するため、専門家を講師として招聘し、セミナー、策定支援講座を開催し、商工業分野のBCP策定率
の向上につなげます。 

 

○中小企業耐震診断等支援事業費補助金　　　3,333千円 
　　震災後の早期復旧のために大きな役割を期待されるものづくり企業に対し、耐震診断・設計に要す　　　
　る費用を助成することで、従業員の命を守るとともに、早期復旧につなげます。 

○民間活力活用津波避難施設整備促進事業費補助金 
　民間事業者が市町村との協定に基づき、南海トラフ地震等による津波から地域住民の命を守る避難施
設の整備を行う場合に、その経費の一部を助成することで、津波避難施設の増加を図ります。 

＜防災関連産業の振興＞ 

ものづくり産業振興費（防災関連産業振興事業費）　 32,515千円【再掲】
 

 
 

平成30年度　商工労働部の取り組み 

補 助 対 象 事 業 者  県内で製造業を営む中小企業者

補 助 対 象 経 費  耐震診断・耐震改修設計等に要する経費 

補 助 率   ①耐震診断　２／３以内　
  ②耐震改修設計・建替設計　２／３以内 

補 助 限 度 額   ①１３３万３千円　
  ②２００万円 

補 助 要 件   製造業を営むための事務所、工場等であること 
  昭和５６年５月３１日以前に建築された建築物であること等 

補 助 対 象 事 業 者
 市町村との間で津波避難施設の指定に関する協定を締結している民
間事業者が当該施設の整備事業を実施する場合に、当該民間事業
者に補助金を交付する市町村

補 助 対 象 経 費  津波避難施設等整備に係る経費
 （外付け階段、屋上フェンス等） 

補 助 率  １／２以内

補 助 限 度 額  １，０００万円　 

補 助 要 件  津波避難施設としての指定について市町村と協定を締結すること等 

問い合わせ先：商工政策課事業推進担当　　088ｰ823ｰ9692

問い合わせ先：工業振興課企業支援担当　　088ｰ823ｰ9724

-１２-
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平成30年度　公益財団法人高知県産業振興センターの取り組み 

 

県内ものづくり企業の経営ビジョンを実現する「事業戦略（中長期の経営戦略）」の策定・磨き上げ・実行のサポー
トを昨年度に引き続き最重点施策としてセンターを挙げて取り組みます。またその中で、製品開発のアイデア段階
からの具体化に取り組む「事業化プラン（製品企画書）」の作成・実行のサポートを通じて、生産性、付加価値の
向上や雇用拡大など、企業の飛躍的な成長や拡大再生産の取り組みもさらに促進します。更に、県内での機械
製造や一次産品等を活用した商品開発、マッチング等の「ものづくり」に関する様々な相談への対応や、県内製
品、技術を紹介する「ものづくり総合技術展」の開催などを通じて、県内での「ものづくり」の連携の重要性への理
解を高め、ものづくり産業の底上げにつなげます。 

（１）事業戦略策定等支援事業 
「事業戦略」の策定・磨き上げの取り組みをさらに充実させるため、企業の抱える経営、財務、企画・マーケティン
グなどの課題解決を「事業戦略支援会議（金融機関、大学など）」と企業ごとに編成する事業戦略支援チームで
サポートするとともに、実行支援を通じて生産性向上（省力化・高付加価値化）や働き方改革の取り組みを推進し
ます。併せてさらなる事業戦略策定への動機づけ、意識の醸成を図るため従来の普及啓発セミナーに加え地域
（安芸、高幡、幡多）での普及啓発セミナーや、ココプラと連携した課題解決型のセグメント別セミナーなどを開催
します。（６セグメントのうち２種はセンター、４種は土佐MBA（６コース）に統合し実施） 
また、事業戦略策定支援の中で、全国に通用する製品づくりを目指した製品開発の企画段階から販路拡大まで
を盛り込んだ「事業化プラン（製品企画書）」の作成をサポートします。 
　〇普及啓発セミナー（５月、高知市）　〇地域版普及啓発セミナー（６月～７月、安芸・高幡・幡多） 

（２）事業戦略策定促進事業 
県内ものづくり企業に対して事業戦略の更なる普及を図るため、センターの取り組みと協働して啓発活動や意識
づけを計画的に実施するとともに策定意向を示す会員企業に対して事業戦略の策定支援等に取り組む業界団
体を支援します。 
ア）補助対象者：ものづくり企業等を会員とする業界団体 
イ）補助対象事業：普及啓発事業・情報活用事業・事業戦略策定支援事業 
ウ）補助率：定額 
エ）上限額：200万円 

（３）ものづくり地産地消・外商総合相談 
県内で必要とされる機械設備の製造や食品加工など、付加価値を生み出す「ものづくり」の工程をできる限り県内
で行い、一次産業の省力化や生産性の向上につなげていけるよう県や関係機関と連携し、「ものづくり」に関する
機械化案件など様々な相談にワンストップで対応します。
 
（４）ものづくり総合技術展の開催 
県内企業の優れた製品や技術を広く県内外にアピールするとともに、企業同士のマッチング機会の創出や県外・
海外企業との商談と次代を担う若者が本県のものづくり産業等について知って学べる場とすることを目的とする
「第７回ものづくり総合技術展」を開催します。 
〇平成30年11月15日（木）～17日（土）開催予定 
 
 

NEW

平成30年度公益財団法人 

高知県産業振興センターの取り組み 
～高知県の産業振興と活力ある地域経済の発展を目指して～

ものづくり産業の経営力強化と外商の促進

１ ものづくり地産地消推進事業　194,584 千円

（５）働き方改革推進支援センター事業 
新たに国の委託を受けて、「高知県働き方改革推進支援センター」を設置し、高知労働局が設置している「高知
県働き方改革推進会議」を構成する県や経済団体、金融機関、労働者団体など関係機関と連携を図り、県が
各産業分野で進める事業戦略の策定実行支援と労務管理等の専門家による電話相談や企業訪問相談、出張
相談会等による労働条件や労働環境の整備の支援を融合させ、個々の企業の状況に応じたサポートを行います。 
〇広報等による普及・啓発　　〇電話等による個別相談や企業訪問による個別コンサルティング 
〇関係機関等と連携した出張相談会やセミナーの開催 
 

 
 

NEW
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県内企業のものづくりや販路開拓に関するサポート活動を行うとともに、見本市への出展や商談会の開催など、県
外や海外への企業の販路拡大と外商を支援し、本県産業の活性化に寄与します。 

（１）企業ごとの専任担当者による支援 
企業ごとに専任担当者を配置し、ニーズに応じた情報提供や提案等を行うとともに、県内外での販路開拓に関する
サポート活動を行います。 

（２）技術の外商商談会開催事業 
県内企業の技術の外商として、県外発注企業の開拓や発注案件の情報収集を行うとともに、他県との合同商談会
や、複数の県内企業の加工技術のデモや工場視察を行う「技術提案型商談会」等の開催を通じた受発注企業の
マッチング支援を行います。 
〇合同広域商談会（大阪、京都、徳島計３回） 
〇技術提案型商談会（工場視察商談会）、ものづくり総合技術展併催商談会（計８回） 
〇関西機械要素技術展への出展 

（３）見本市への出展 
首都圏や関西圏で開催される大規模な見本市のほか、防災分野や一次産業機械分野、水産加工分野など、専
門性の高い見本市に高知県ブースを設置し、県内企業の出展・商談サポートや販路開拓・拡大支援を行います。 
〇平成３０年度出展（予定）　２４見本市１６０小間 

（４）海外展開支援事業 
県内企業の海外での販路開拓を支援するため、海外展開に向けた戦略づくりから海外での展示会・商談会の出展
サポート、海外バイヤーを招聘した商談などを行うとともに、商談後、成約に繋げていくための同行支援等も実施し
ます。 また、各種セミナーでの普及啓発や専門家派遣などを活用したサポートを行い、海外展開に取り組む企業
数の拡大を図ります。 ＯＤＡ（政府開発援助）の案件化に取り組む企業のサポートとして、対象国の調査や開発コン
サルタントとのマッチングなどの支援を実施します。 
○商談会の開催や展示会出展サポート　〇バイヤー招聘による商談機会の確保　 
 

NEW

２ ものづくり外商支援事業　171,922 千円

３ 外商コーディネーター活動事業　80,029 千円

ものづくりの地産地消・外商をさらに進めるため、東京営業本部を中心に県内企業の外商活動を支援します。 

（１）東京営業本部 
平成28年度に設置した東京営業本部の外商コーディネーターが県内ものづくり企業の外商活動を支援します。
（東京４名・大阪２名・名古屋１名） 
また、東京営業本部独自の取り組みとして、高知県のおすすめ製品を分野別（防災製品、紙製品等）に紹介するミ
ニ商談会を都内で６回、新たに名古屋・大阪でも各１回、計８回開催し、県外の企業等を招聘して、県内製品のア
ピールと商談の機会を拡充するとともに、有望な商談先企業は、県内企業の製造現場の確認やより深い商談を行
い、成約を目指すため、県内に招聘します。 
〇ミニ展示商談会の開催 

（２）外商コーディネーターの活動 
配置された外商コーディネーターが、新たな商談先の開拓や、商談への同行、見本市でのサポート活動や県外自
治体、企業・団体等への高知県商材のＰＲなどの外商支援活動を行うとともに、外商活動で得た情報を県内企業
にタイムリーに情報提供を行います。 
〇新たな商談先の開拓　
〇見本市出展サポート　
〇防災製品の販路開拓　　 
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※ 海外展示会と国内展示会の両方に出展する場合は、助成限度額100万円 
 
　　 
 
 
 

 経営の革新や新技術の開発・新産業の創出

１ こうち産業振興基金等事業　65,266 千円

こうち産業振興基金事業は平成２９年度に１０年間の終期を迎えましたが、引き続き関係機関のご理解を得て新た
に基金規模１００.１億円で新ファンドを設置し、平成４０年までの１０年間運営します。
 
（１）経営革新等支援事業 
「事業戦略」や「経営革新計画」、「経営計画」の承認・認定を受けた中小企業者等が新分野進出・新商品開発・
販路開拓等により計画の実現化を図る取り組みを支援します。 

◆経営革新等支援事業費補助金 
 
 
 
 

事業概要 補助対象者 補助率及び限度額 

事業戦略や経営革新計画、経営計画

の実現化に向けた取り組みを支援 

　事業戦略、経営革新計画、経営計画

　を策定した中小企業者等 
　【補助対象事業】

　・新事業動向調査　 
　・新商品、新技術、新役務開発 
　・販路開拓　　

　・人材育成 

1/2　200万円

 
 
 

（２）販路開拓支援事業 
中小企業者等が行う海外及び県外市場に向けた販路開拓・拡大の取り組みを支援します。 
特に、事業戦略等の実現を支援するため、同計画に基づく取り組みは、優先採択を行います。 

◆販路開拓支援事業費助成金 

 
 
 
 

事業概要 助成対象者 助成率及び限度額 

海外及び国内展示会への出展を支援 ・中小企業者等 

　・海外展示会　1/2以内　100万円 
　・国内展示会　1/2～1/4以内　30万円 
　　過去3年間の活用実績なし：1/2 
　　　　　　〃　　　　　1年：1/3 
　　　　　　〃　　　　　2年：1/4 
　　　　　　〃　　　　　3年：対象外 
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 経営の革新や新技術の開発・新産業の創出

 
 
 

２ こうち農商工連携基金事業　71,950 千円

　こうち農商工連携基金から生じる果実を財源として、県内の農林漁業者と中小企業者等が連携して行う本県の
農林水産資源を活かした取り組み等を支援します。 

（１）農商工連携事業化支援事業　　　　　　 　     
付加価値の高い競争力のある製品作りやブランド化の取り組みを支援します。 

◆農商工連携事業化支援事業 

 
 
 
 

事業概要 助成対象者 助成率及び限度額 

農林水産資源を活用した商品開発、

販路開拓等の総合支援 

①創業者または中小企業者等と農林

漁業者の連携体 
②自ら事業を行うNPO等と農林漁業

者の連携体 

連携体：2/3以内 
　500万円 

（２）農商工連携新商品等開発推進事業 
新商品、新役務の開発及び一次産品の生産、加工等に必要な機械装置システム等の開発の取り組みを支援します。
 
◆農商工連携新商品等開発推進事業 

 
 
 
 

事業概要 助成対象者 助成率及び限度額 

農林水産資源を活用した商品開発を

支援 

①創業者を含む中小企業者等また
はそれらのグループと農林漁業者及

び大学・公設試等の連携体 
②自ら事業を行うNPO等と農林漁業、

大学・公設試等者の連携体 

連携体：2/3以内 
※大学･公設試等： 
10/10　1,000万円 

（３）農商工連携販路拡大等支援事業 
更なる販路拡大のための製品の改良、展示会出展等の取り組みを支援します。
 
◆農商工連携販路拡大等支援事業 

 
 
 
 

事業概要 助成対象者 助成率及び限度額 

農林水産資源を活用した商品の改良

や販路拡大を支援 

①創業者または中小企業者等と農林

漁業者の連携体 
②自ら事業を行うNPO等と農林漁業

者の連携体 

連携体：2/3以内 
　200万円 

 
 
 

３ くろしお博覧会記念基金事業　2,115 千円

県内で作り出された優秀な地場産品や地域産業の振興に貢献のあった活動を「高知県地場産業大賞」として顕彰す
ることにより高知県経済の活性化を図ります。募集開始は９月を予定しています。 
　　○高知県地場産業大賞　
　　○高知県産業振興計画賞　
　　○高知県地場産業賞　
　　○高知県地場産業奨励賞 
　　○高知県次世代賞 
 

 
 
 
 

４ よろず支援拠点運営事業　62,000 千円

　中小企業や小規模事業者からの幅広い相談に応じるため、国が行う「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支
援事業」を活用して、チーフコーディネーター及びコーディネーターを配置し、既存の支援機関では十分に対応できな
い課題の解決に向けた支援を行います。 
(相談対応事例) 
①商品が認知されていない ⇒ プレスリリース ⇒ 全国にオンエア ⇒ 売上増、販路拡大 
②優れた技術があるものの集客に課題 ⇒ 集客法伝授 ⇒ 顧客獲得に ⇒ ふるさと納税返礼品にして売上UP 
③創業間もない体力の無い企業 ⇒ ヒットの予感のする商品 ⇒ 増設意向 ⇒ 助成金獲得と販路開拓 
④創業したい ⇒ 資金がない ⇒ 創業計画をイロハから ⇒ 金融機関を紹介 ⇒ 融資決定 
⑤売上低下 ⇒ 経営改善が必要 ⇒ バンクミーティング(金融機関調整)が必要 ⇒ 実施 ⇒ フォロー 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　高知県よろず支援拠点 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先：０８８－８４６－０１７５ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.joho-kochi.or.jp/yorozu/ 
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３ くろしお博覧会記念基金事業　2,115 千円

県内で作り出された優秀な地場産品や地域産業の振興に貢献のあった活動を「高知県地場産業大賞」として顕彰す
ることにより高知県経済の活性化を図ります。募集開始は９月を予定しています。 
　　○高知県地場産業大賞　
　　○高知県産業振興計画賞　
　　○高知県地場産業賞　
　　○高知県地場産業奨励賞 
　　○高知県次世代賞 
 

 
 
 
 

４ よろず支援拠点運営事業　62,000 千円

　中小企業や小規模事業者からの幅広い相談に応じるため、国が行う「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支
援事業」を活用して、チーフコーディネーター及びコーディネーターを配置し、既存の支援機関では十分に対応できな
い課題の解決に向けた支援を行います。 
(相談対応事例) 
①商品が認知されていない ⇒ プレスリリース ⇒ 全国にオンエア ⇒ 売上増、販路拡大 
②優れた技術があるものの集客に課題 ⇒ 集客法伝授 ⇒ 顧客獲得に ⇒ ふるさと納税返礼品にして売上UP 
③創業間もない体力の無い企業 ⇒ ヒットの予感のする商品 ⇒ 増設意向 ⇒ 助成金獲得と販路開拓 
④創業したい ⇒ 資金がない ⇒ 創業計画をイロハから ⇒ 金融機関を紹介 ⇒ 融資決定 
⑤売上低下 ⇒ 経営改善が必要 ⇒ バンクミーティング(金融機関調整)が必要 ⇒ 実施 ⇒ フォロー 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 高知県よろず支援拠点 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先：０８８－８４６－０１７５ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.joho-kochi.or.jp/yorozu/ 
 

 
 
 
 

 

 ５ 地域中小企業外国出願支援事業　6,845 千円

県内中小企業者等の海外への積極的な事業展開につなげるため、戦略的な外国特許出願などを支援します。 

事業概要 補助対象者 補助率及び限度額 

海外への事業展開のための外
国特許出願を支援 

中小企業者又は中小企業者で
構成されるグループ 

・１/２　300万円/年(１企業) 
※ 特許150万円(１案件) 
※ 実用新案・意匠・商標60万円(１案件) 
※ 冒認対策商標30万円(１案件) 
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（１）経営セミナー等の開催（賛助会員事業、情報化支援基金事業等） 
地産地消・外商の取り組み促進のため、取引先開拓や人材確保、インターネットの効果的な活用手法等について、
経営者や従業員を対象とした各種の専門的知識やノウハウを習得できる各種のセミナー、講習会等を開催します。 

 
 
 

 人材教育の支援や情報化の推進

１ 人材育成の支援や情報化の推進　5,618 千円

賛助会員（年会費１万円）募集中！

 
 
 

対 象 等 テーマ 内　　容 開催予定 

全事業者 

入門編 
 

会計セミナー 

中小企業会計の基本要領に沿った決算
書の作成から、財務情報の活用方法等 
について理解を深めるとともに、自社の経

営状況把握を学ぶセミナーを開催する。 

９月 

Webマーケティングのた

めの基礎セミナー 
ネット上での集客、販売に必要な基礎知

識を習得するためのセミナーを開催する。 
５月 

ビジネス情報発信のた
めのホームページ作成

講座 

無料ホームページ作成サービスを利用し
て、実際にホームページを作成する実践

的講座を開催する。 
６月 

中級編 

Webでメッセージが伝わ
る写真デザインの撮り

方・考え方 

より多くのファンを作る写真の撮り方、選び
方、考え方等を学び、顧客に魅力のある

HPの作成を目指すセミナーを開催する。 
９月 

検索されやすい情報コ

ンテンツの作り方 

検索ユーザーにヒットするコンテンツの作り
方として、SEO対策習得のためのセミナー

を開催する。 
１０月 

上級編 
自社の「強み」「弱み」分
析のための情報活用講

座 

顧客がどのようなキーワードで自社を検索
しているか、検索データの採り方、分析手
法等から、自社の技術や製品等の「強み」
「弱み」を把握するとともに、効果的なPRに

つなげていく講座を開催する。 

１１月 

応用編 
IT・インターネット活用セ

ミナー 

インターネットで先駆的な取り組みをしてい
る企業の成功事例から、自社のHP等の改

善ポイントを学ぶセミナーを開催する。 
１～２月 

ものづくり事業者 

入門編 
商談会・発注企業開拓

セミナー 

プレゼン資料の作成ポイント、交渉術、成
約までのフォロー等を学び、販売・営業力

向上を目指すセミナーを開催する。 
５月 

中級編 
会社の魅力を見せる
ホームページ改善セミ

ナー 

中小企業・小規模製造事業者を対象に、
人材確保や取引先開拓を目的に、会社の
魅力を発信するためのホームページ構築

を学ぶセミナーを開催する。 

６月 

ネットショップ事業者 

中級編 
ネットショップの売上・収

益アップ実践セミナー 

ネットショップ事業者のサイト改善ポイントや
コツを学び、自らサイト改善を行うことで、
売上・収益アップを目指す実践 セミナー

を開催する。 

７～９月 

上級編 
効果的なネット広告の

運用セミナー 

ネット広告の効果を高めるとともに、いかに
効率的に運用していくかを実践的に学ぶ

セミナーを開催する。 
１０月 

その他 
ISO内部監査員養成講

座 

ISO9001、14001の内部監査員養成のた
めの知識や技能を習得するための講座を

開催する。 
１０月 
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平成30年度　公益財団法人高知県産業振興センターの取り組み 

 ２ 情報化推進事業　15,361 千円

（１）情報の提供（賛助会員事業、情報化支援基金事業） 
賛助会員等に対し県内企業の取り組みや各種支援施策などの役立つ情報や企業情報検索サービスの提供、情
報化推進のための専門家派遣等の支援など、経営向上に役立つ事業を実施します。
 
○月刊情報誌「情報プラットフォーム」の発行(1,500部/月) 
   県内企業の取り組みや役立つ情報を提供します。（センターのHPや県民室・県立図書館で閲覧できます。） 
○ＤＶＤ･図書の貸し出し 
   新入社員・従業員の方々の教育・啓発・自己研さん等に利用できる「新入社員の育て方」「改善の進め方」といっ   
   た７０タイトルを超えるDVDや統計書等の貸し出しを行っています。（詳細は、当センターホームページをご覧くだ
   さい。） 
〇メールマガジンの発行 
○賛助会員向けサービス 
・企業情報の検索(賛助会員は１口５件まで無料、会員以外は1件2,000円) 
・セミナーへの参加（通常有料が無料または会員料金へ） 
・センター研修室利用料金の割引（20％）　 等 
 
（２）専門家等の活用・派遣（賛助会員事業、情報化支援基金事業） 
○ＩＴ　１１０番 
  パソコンやネットワークに精通した専門家が、企業の方々からの電話相談等を無料で支援します。 
〇ＩＴ専門家派遣 
  事業者の具体的な情報活用方法やシステム構築等に適切なアドバイス等を行います。 
〇高知県製造業ポータルサイト 
  県が運営する高知県製造業ポータルサイトへの県内事業者の加入促進を図ります。 
〇ホームページ作成支援 
  小規模事業者のホームページの構築や効果的な運用等、事業者ニーズに応じた支援を行います。 
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１ 会館事業　91,741 千円

 地場産業振興センターの活用

県内最大のコンベンション施設である地場産業振興センター（通称：高知ぢばさんセンター）の大ホールを経済効果
の大きいイベントの場として貸し出すとともに、研修室や相談室等を事業者や各種団体が行う研修や商談の場とし
て提供し、地域経済の活性化に寄与します。 

　　○ぢばさんセンター（大ホール）の貸出 
　　　（注）平成３０年２月～５月（予定）の間は、耐震工事のため、ご利用いただくことができません。 
　　○中小企業等事業者の皆様への研修室･商談室の貸出 
※駐車場のみの貸出も行っています。 
 

＜基本使用料金＞ 
 

お気軽にご利用ください！

 
面積 
（㎡） 

収容 
人員 
（人） 

全日 午前 午後 夜間 超過料金 

9:00～ 
17:00 

9:00～ 
12:00 

13:00～

17:00 
18:00～

21:00 
1時間に

つき 

大ホール 3,000 5,000 
平日 227,300 109,000 145,000 159,400 15,100 

土日休 297,200 141,900 189,200 208,800 19,800 
多目的ホー

ル 
256 132 36,000 17,130 22,900 25,190 8,380 

会議室 48 20 6,910 3,240 4,530 5,000 1,650 

商談室 
(№1～4) 

24 12 3,450 1,610 2,260 2,490 820 

第1研修室 128 100 18,140 8,640 11,550 12,700 4,220 

第2研修室 80 45 11,450 5,400 7,230 7,950 2,640 

 
 
 

消費税込（単位：円) 

◆割引制度の拡充等 
　　　○県内企業応援割引　
　　　○単年度複数回割引　
　　　○賛助会員割引　外 
 
　　＜高知ぢばさんセンター利用に関するお問い合わせ先＞ 
　　　（株）四国環境管理センター　ぢばさん事業部 
　　　　　　　 TEL: 088-846-0311  FAX:088-803-8510 
        　　E-MAIL: diba-yonkan@cup.ocn.ne.jp 
　　　　　　　  URL: http://www.diba3.i-tosa.com 
 

 

（冷暖房使用料は別途） 
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高知県商工会議所連合会・高知県商工会連合会の取り組み 

高知県中小企業団体中央会の取り組み 

商工会議所管轄地域の小規模事業者は、高知県商工会議所連合会　088－875-1177 

商工会管轄地域の小規模事業者は、高知県商工会連合会経営支援課　088－846-2111 

平成29年度補正 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金 

【革新的サービス】 
　　　「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う
　　革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、３～５年で、
    「付加価値額」年率３％及び「経常利益」年率１％の向上を達成できる計画であること。

【ものづくり技術】 
　　　「中小ものづくり高度化法」に基づく「特定ものづくり基盤技術」を活用した革新的な
　　試作品開発・生産プロセスの改善を行い、３～５年で、「付加価値額」年率３％及び
　　「経常利益」年率１％の向上を達成する計画であること。 

　国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、
生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を
行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援します。 

補助対象者  中小企業・小規模事業者（中小企業による共同体含む、業種不問）

補助対象経費
 機械装置費、技術導入費、試作品等の開発に係る経費（原材料費）など
　 ※事業類型により対象経費が異なります。詳細は、下表（補助対象事業）の通り。

補助対象要件
 応募申請は、以下のいずれかの要件を満たし、認定支援機関に事業計画の
　実効性等が確認され、全面バックアップを得た事業であることが必要です。

高知県中小企業団体中央会　ものづくり補助金事業推進室　088ｰ845ｰ6222 

高知県中小企業団体中央会　総務企画部　088ｰ845ｰ8870 

企業間データ
活用型

  ●補助上限額：1,000万円　●補助率：2/3以内　●設備投資：必要
  ●補助対象経費：機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、

　  クラウド利用費  
　  ※連携体は、10者まで。連携事業者数ごとに200万円を上限に追加。

一般型

  ●補助上限額：1,000万円　●補助率：1/2以内※
  ●設備投資：必要　 ●補助対象経費：機械装置費、技術導入費、
　　 専門家経費、運搬費、クラウド利用費
　　※先端設備等導入計画の認定又は経営革新計画
 （平成29年12月22日以降申請分）の承認を受けた場合の補助率：2/3以内

小規模型

設備投資
のみ

  ●補助上限額：500万円　●補助率：1/2以内※
  ●設備投資：必要　●補助対象経費：機械装置費、技術導入費、
　   専門家経費、運搬費、クラウド利用費
　   ※小規模企業者の補助率：2/3以内

試作開発等

  ●補助上限額：500万円　●補助率：1/2以内※　
  ●設備投資：可能（必須ではない）　
  ●補助対象経費：機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、
　   クラウド利用費、原材料費、外注加工費、委託費、
　   知的財産権等関連経費

　   ※小規模企業者の補助率：2/3以内

本事業では【革新的サービス】【ものづくり技術】の２つの類型があります。
それぞれについて「１．企業間データ活用型」、「２．一般型」、「３．小規模型」があります。 

【募集期間】　平成３０年２月２８日（水）～平成３０年４月２７日（金）〔当日消印有効〕 
　※２次公募を行う予定ですが、開始時期・実施内容については未定です。 
　　＜事業の詳細＞　高知県中小企業団体中央会ホームページ　http://www.kbiz.or.jp 

【革新的サービス】 【ものづくり技術】 

●補助対象事業

生産性向上
に資する専
門家の活用
がある場合
は、補助上
限額を30万
円の増額が
可能 
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高知県商工会議所連合会・高知県商工会連合会の取り組み 

高知県商工会議所連合会・
高知県商工会連合会の取り組み 

商工会議所管轄地域の小規模事業者は、高知県商工会議所連合会　088－875-1177 

商工会管轄地域の小規模事業者は、高知県商工会連合会経営支援課　088－846-2111 

●お問い合わせ

高知県商工労働部　　　　　　　　　　　　　　
公益財団法人高知県産業振興センター　
高知県中小企業団体中央会　　　　　　　　  
高知県商工会議所連合会　　　　　　　　　
高知県商工会連合会　　　　　　　　　　　　

088-823-9789
088-845-6600
088-845-8870
088-875-1177
088-846-2111

経営改善普及事業 

　商工会・商工会議所が、経営力の強化を図ろうとする地域の事業者を伴走型支援
により、経営計画の策定や事業展開をサポートします。 

　　【金融のご相談及び指導・あっせん】 
　　　　運転資金、設備投資、店舗や工場の改装、その他金融について経営指導員がご相談に応じ、
　　　適切な指導を行います。 

　【記帳のご相談・指導】 
　　　　帳簿や伝票の作り方、つけ方等のご相談に専門の相談員が応じます。 

　【経営に関するご相談・指導】 
　　　　経営上の問題について経営指導員がご相談に応じます。また、経営診断や経営状況を分析し、
　　　改善点のアドバイスも行っており、必要に応じて専門家を派遣して、適切な指導助言を行います。
　　　その他経営及び技術に関する情報、資料の収集や提供にも応じます。 

　【税務・経理のご相談】 
　　　　決算や税の報告の仕方、その他税金・経理についてご相談に応じます。 

　【労務・共済のご相談】 
　　　　従業員の共済や保険など各種制度についてご相談に応じます。 

専門家派遣（消費税軽減税率対策窓口相談等事業） 

消費税の軽減税率対策、価格転嫁のための本質的な経営基盤強化を行うため、
新商品の開発、販売促進、経営革新計画、営業戦略の策定など様々な中小企業が
抱える問題解決のための専門家派遣を行います。 

●対象専門家：中小企業診断士、lT専門家、税理士、弁理士、経営コンサルタント等
●経費：無料
●申込み時期：随時受付 
 


