
様式１

一般会計

平 成 31 年 度 予 算 見 積 額 5,852,432 千円

平 成 30 年 度 当 初 予 算 額 5,787,952 千円

差 引 増 減 額 64,480 千円

対 前 年 度 比 率 101.1 ％

中小企業近代化資金助成事業特別会計

平 成 31 年 度 予 算 見 積 額 267,632 千円

平 成 30 年 度 当 初 予 算 額 249,777 千円

差 引 増 減 額 17,855 千円

対 前 年 度 比 率 107.1 ％

流通団地及び工業団地造成事業特別会計

平 成 31 年 度 予 算 見 積 額 1,710,380 千円

平 成 30 年 度 当 初 予 算 額 1,042,299 千円

差 引 増 減 額 668,081 千円

対 前 年 度 比 率 164.1 ％

（注1）上記には、人件費を含まない。

平成31年度商工労働部予算見積総括表

（注2）平成30年度当初予算額は、地方創生による前倒し分を含む。
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「地産」のさらなる強化

柱4　外商の加速化と海外展開の促進
１　ものづくり地産地消・外商センターによる外商促進
　　　　　　　　　　　　　　　　（メイドイン高知の防災関連製品含む）
　○　東京営業本部による外商サポート　
　○　企業の課題に応じたセミナー等の実施
　○　見本市出展や商談会の開催　　　
　○　技術提案型商談会等の開催
　○　防災関連製品の新たな販売先の開拓

「外商」のさらなる拡大

２　県内企業の海外等展開を促進
○　海外での市場調査支援
○　国内貿易商社とのマッチング
○　海外バイヤーの招へい等海外展開支援のさらなる強化
○　海外での外商活動支援（セミナー、経済ミッション、個別支援、見本市出展）
○　JICA及びJETRO等と連携した海外展開・ODA（政府開発援助）案件化の促進

商工業分野の展開イメージ ～拡大再生産による雇用拡大と、地域の賑わいによる活気ある商工業～
分野を代表する目標　　　　　　製造品出荷額等　出発点（Ｈ26）5,260億円 ⇒ 現状（Ｈ28）5,678億円 ⇒ ４年後（Ｈ31）6,000億円以上 ⇒ ６年後(Ｈ33)　6,400億円以上 ⇒ 10年後（Ｈ37）7,000億円以上

３　メイドイン高知の防災関連産業のさらなる振興
○　価値提案型の防災関連製品の開発や営業活動の支援強化

柱3　絶え間ないものづくりへの挑戦 ４　紙産業の飛躍的な成長の促進
○　「紙産業の在り方検討会」の取りまとめに基づく紙産業の
　　 振興
　　 土佐和紙総合戦略の実施
○　高付加価値な製品開発への支援[再掲]

５　外商強化に向けた食品加工の高度化
○　市場ニーズに基づく製品開発や品質管理の支援強化

拡

１　ものづくり企業の製品開発の促進
○　ものづくり地産地消・外商センターを中心としたマッチング支援 
○　高付加価値な製品開発への支援
○  農業団体と商工団体との協定に基づく農商工連携プロジェクトへの支援 　

防災関連製品
カタログ

○　IoT推進ラボ研究会や各産業分野によるニーズ抽出の拡大[再掲]
○　IoT推進ラボ研究会におけるニーズとシーズのマッチング、プロジェクト創出
　　 の推進[再掲]
○　生産性を高める設備投資の推進（補助事業＋融資制度）
○　工業技術センターの生産性向上（省力化・高付加価値化）に向けた
　　 支援強化

２　生産性向上（省力化・高付加価値化）の推進

６　産学官連携によるイノベーションの創出
○　研究成果を産業利用するための支援

○　商店街のにぎわい創出への支援（具体的な振興計画の策定・実行支援他）　　
○　新規創業・店舗魅力向上への支援
○　インバウンドとキャッシュレス化に向けた環境整備

７　地域商業の活性化
  　　　　ファインバブル発生装置
     

拡

拡

拡

拡

拡

新

新

拡

拡

拡

 中部ライフガードTEC2018

ｉｎ名古屋
     

○　移住施策と一体となった中核人材の確保
○　新規学卒者の県内就職促進
○　組織連携による労働参画機会の拡大
　　 首都圏IT・コンテンツネットワークによる人材確保等の
     充実・強化[再掲]

　　　

１　人材確保の推進

柱5　企業立地や起業の促進柱6　産業人材の育成・確保
３　人材の育成の推進
○　産業界のニーズに応じた人材の育成
○　伝統的工芸品産業等の人材育成
○　IT・コンテンツアカデミーによる人材育成の充実・強化[再掲]

　　

２　起業に取り組む事業者等への支援の強化
○　IT・コンテンツビジネス起業研究会における事業化支援や企業
     間取引・事業連携の促進
○　創業融資メニューの活用促進   

４　働き方改革の推進
 ○　経営基盤強化への支援と連携した働き方改革の推進[再掲]
 ○　人手不足が顕著な産業分野への支援の強化[再掲]
 ○　働き方改革の機運醸成に向けた先行事例の広報強化[再掲]
 ○  従業員の定着対策
 ○　従業員の能力開発支援
 ○　新規高卒就職者の離職防止

２　円滑な事業承継への支援
○　事業承継ネットワークによる事業者への事業承継の啓発と
　　 ニーズの掘り起こし
○　実務の担い手の育成により事業承継を大幅に加速

　　

１　全庁一丸となった企業立地の推進
○　地域産業クラスターからの発展による企業立地
○　ものづくり企業の強化につながる企業立地
○　本県をフィールドとした防災分野や第一次産業のIoT化等に
     取り組む高知ならではの新産業の企業立地
○　事務系職場の集積拡大
○　IT・コンテンツ関連企業・Society5.0関連企業の誘致活動
　　 の充実・強化[再掲] IT・コンテンツ関連企業

事務系職場の集積拡大

企業立地補助制度

＋

（IT・コンテンツ人材の育成、
首都圏の人材・企業とのネットワークの構築等）

人材確保・育成支援の強化

拡

地産外商の成果を「拡大再生産」へ

柱2　Society5.0の実現に向けた
産業集積と課題解決型産業創出の加

速化
１　ＩＴ・コンテンツ関連産業の集積の加速化
　○　IT・コンテンツ関連企業・Society5.0関連企業の誘致活動
　　　 の充実・強化　　
　○　IT・コンテンツアカデミーによる人材育成の充実・強化
　○　首都圏IT・コンテンツネットワークによる人材確保等の充実・
　　　 強化

２　課題解決型産業創出の加速化
　○　IoT推進ラボ研究会や各産業分野によるニーズ抽出の拡大
　○　IoT推進ラボ研究会におけるニーズとシーズのマッチング、プロジェク
　　　 ト創出の推進　
　○　Society5.0関連の実証実験促進による課題解決や産業
      （技術）集積の加速化　　

拡

拡

新

１　事業戦略策定等への支援
 ○  事業戦略の策定・磨き上げ・実行への支援
 ○　事業化プランの策定から試作開発、販路開拓までの一貫支援

○　商工会及び商工会議所との連携による経営計画の策定と
　　 事業展開への支援

２　地域の事業者の経営力強化

柱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と

働き方改革の推進

拡

企業向けインターンシップ
セミナー     

拡

拡

拡
拡

（仮称）南国日章工業団地

３　働き方改革の推進
 ○　経営基盤強化への支援と連携した働き方改革の推進
 ○　人手不足が顕著な産業分野への支援の強化
 ○　働き方改革の機運醸成に向けた先行事例の広報強化
拡

拡

拡

拡

拡

拡

  　　　　水陸両用チリ収集艇
 

  　　　　土佐和紙総合戦略
     

拡

拡

拡

拡

拡

拡
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（単位：千円）
Ｈ30当初
予算額

Ｈ31当初
予算額

増減
(H31 - H30）

新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

3,692,843 4,008,466 315,623

697,967 747,802 49,835

産業振興センター総合支援事業費 697,967 747,802 49,835 工業振興課

1,092,122 1,194,528 102,406

中小企業経営支援事業費 1,092,122 1,194,528 102,406 【拡充】経営指導員へのOJT等を行う経営支援コーディネーターの増員（14,118千円増
額）、事務局長の設置基準等の見直し（88,288千円増額） 経営支援課

1,902,754 2,066,136 163,382

産業振興センター総合支援事業費 (697,967) (747,802) (49,835) 工業振興課

中小企業経営支援事業費 (1,092,122) (1,194,528) (102,406) 経営支援課

就業支援事業費 95,251 95,007 -244 雇用労働政策課

労働政策総務費（ワーク・ライフ・バランス推進事業費） 17,414 0 -17,414 【廃止】ワーク・ライフ・バランス推進事業費を働き方改革推進事業費へ組替 雇用労働政策課

働き方改革推進事業費 0 28,799 28,799
【新規】働き方改革推進支援センターの体制強化、「ワークライフバランス推進企業認証制
度」の普及・拡大、働き方改革キャンペーンの実施等による広報活動の強化により、事業者
の人材確保・定着と生産性向上につなげる働き方改革を推進

雇用労働政策課

267,353 302,620 35,267

204,421 256,841 52,420

IT・コンテンツ産業振興費（IT・コンテンツ企業立地促進事業費） 108,287 108,127 -160 産業創造課

IT・コンテンツ産業振興費（誘致関連情報収集事業費） 2,015 10,681 8,666 【拡充】企業立地意向アンケート調査等委託料の増（8,259千円） 産業創造課

IT・コンテンツ産業振興費（IT・コンテンツビジネス振興事業費） 2,909 5,785 2,876 産業創造課

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 0 -4,987 【廃止】IT・コンテンツビジネス振興事業費費へ組替え 産業創造課

シェアオフィス利用推進事業費 7,731 10,757 3,026 産業創造課

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） 62,234 103,285 41,051
【拡充】IT・コンテンツアカデミーの充実・強化
・AI技術人材育成講座等の追加（26,051千円）
・県外版エキスパートコースの受講料助成の本格実施による増（15,000千円）

産業創造課

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 18,206 1,948 【拡充】本県への転職等に向けた会員サポートの充実と人材マッチングにつなげる仕組みの構
築による増（1,948千円） 産業創造課

62,932 45,779 -17,153

IoT推進事業費 62,932 45,779 -17,153 【終了】地域経済循環創造事業費補助金（▲25,000千円）※総務省単年度事業の
終了 産業創造課

3,454,101 3,616,166 162,065

947,474 1,038,353 90,879

産業振興センター総合支援事業費 (697,967) (747,802) (49,835) 工業振興課

ものづくり産業振興費（ものづくり事業戦略推進事業費） 85,934 113,824 27,890 ・ものづくり事業戦略推進事業費補助金(製品開発）申請予定案件の増 工業振興課

工業技術振興事業費 28,040 23,936 -4,104 工業振興課

工業技術支援事業費 53,019 65,416 12,397 ・食品加工高度化に係る備品購入（レトルト食品開発のための装置（小型調理器殺菌
装置等）） 工業振興課

紙産業技術試験研究費 42,779 44,366 1,587 工業振興課

紙産業技術振興促進費 21,622 25,231 3,609 工業振興課

海洋深層水試験研究費 6,446 7,638 1,192 工業振興課

室戸海洋深層水ブランド化事業費 3,797 3,121 -676 工業振興課

知的財産活用促進費 7,870 7,019 -851 産業創造課

905,815 920,042 14,227

IoT推進事業費 (62,932) (45,779) (-17,153) 産業創造課

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) (113,824) (27,890) 工業振興課

工業技術振興事業費（ものづくり分野研究事業費） (6,427) (4,538) (-1,889) 工業振興課

中小企業金融対策事業費（中小企業制度金融貸付事業費） 750,522 755,901 5,379 経営支援課

118,449 157,443 38,994

ものづくり産業振興費（防災関連産業振興事業費） 32,515 43,619 11,104 【拡充】防災関連産業振興アドバイザーの配置、価値提案型の防災関連商品のワーキング
グループの立ち上げ、地域版マッチング機会の提供 工業振興課

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) (113,824) (27,890) 工業振興課

78,790 88,386 9,596

紙産業育成事業費 1,289 2,128 839 工業振興課

工業振興対策費（伝統産業振興事業費（土佐和紙振興事業費）） 0 3,461 3,461 【新規】土佐和紙総合戦略の実施（ブランドマークの作成、PRパンフ作成、県外でのPR活
動等） 工業振興課

工業振興対策費（伝統産業振興事業費（伝統的工芸品産業等後継
者育成対策事業費）） 13,100 13,200 100 工業振興課

紙産業技術試験研究費 (42,779) (44,366) (1,587) 工業振興課

紙産業技術振興促進費 (21,622) (25,231) (3,609) 工業振興課

68,472 78,323 9,851

工業技術振興事業費（食品分野研究事業費） (15,453) (12,907) (-2,546) 工業振興課

工業技術支援事業費 (53,019) (65,416) (12,397) 工業振興課

180,636 73,614 -107,022

産学官連携新産業創出事業費 180,636 73,614 -107,022
【休止】多分野利用促進のための補助金（▲36,000千円）
【拡充】多様な研究者による共同研究を促進する新メニューの追加及び委託事業と補助事
業を債務負担行為へ変更（▲63,000千円）

産業創造課

1,154,465 1,260,005 105,540

商業振興事業費 62,343 65,477 3,134

【廃止・組替】商業者間連携等調査検討事業の廃止
【新規】地域振興推進支援事業費の創設（地域振興推進支援事業費補助金18,000
千円）
【新規】キャッシュレスセミナー開催費の創設（1,591千円）

経営支援課

中小企業経営支援事業費 (1,092,122) (1,194,528) (102,406) 経営支援課

　　　　　平成31年度  商工労働部　施策体系表

１．持続的な拡大再生産の好循環に向けた事
　　　業者の戦略策定と働き方改革の推進

（１）事業戦略策定等への支援

（２）地域の事業者の経営力強化

（３）働き方改革の推進
（再掲）

（再掲）

２．Society5.0の実現に向けた産業集積と課題解決型
　　産業創出の加速化

（１）ＩＴ・コンテンツ関連産業の集積の加速化

（２）課題解決型産業創出の加速化

３.絶え間ないものづくりへの挑戦
（１）ものづくり企業の製品開発の促進

（再掲）

（２）生産性向上（省力化・高付加価値化）の推進

（再掲）

（再掲）

（再掲）

（３）メイドイン高知の防災関連産業のさらなる振興

（再掲）

（４）紙産業の飛躍的な成長の促進

（再掲）

（再掲）

（５）外商強化に向けた食品加工の高度化

（再掲）

（再掲）

（６）産学官連携によるイノベーションの創出

（７）地域商業の活性化

（再掲）

様式２
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（単位：千円）
Ｈ30当初
予算額

Ｈ31当初
予算額

増減
(H31 - H30）

新規・拡充・廃止・組替事業等 担当課名

　　　　　平成31年度  商工労働部　施策体系表様式２

1,464,997 1,586,972 121,975

730,482 791,421 60,939

産業振興センター総合支援事業費 (697,967) (747,802) (49,835) 【拡充】東京営業本部の体制強化、県外見本市への出展機会の拡充 工業振興課

ものづくり産業振興費（防災関連産業振興事業費） (32,515) (43,619) (11,104) 工業振興課

734,515 795,551 61,036

産業振興センター総合支援事業費 (697,967) (747,802) (49,835) 工業振興課

ものづくり産業振興費（防災関連産業振興事業） (32,515) (43,619) (11,104) 工業振興課

ものづくり産業振興費（海外展開支援事業費） 4,033 4,130 97 工業振興課

2,502,337 2,939,884 437,547

1,736,188 2,167,441 431,253

企業誘致活動推進事業費 1,038,242 694,390 -343,852 ・企業立地促進事業費補助金の減、地域創生人材育成事業費の廃止 企業立地課

IT・コンテンツ産業振興費（IT・コンテンツ企業立地促進事業費） (108,287) (108,127) (-160) 産業創造課

工業立地基盤整備事業費 35,174 137,558 102,384 ・工業団地開発関連事業費補助金の増 企業立地課

【特別会計】工業団地造成事業費 554,485 1,227,366 672,881 ・（仮称）南国日章工業団地造成工事の開始に伴う増 企業立地課

766,149 772,443 6,294

IT・コンテンツ産業振興費（IT・コンテンツビジネス振興事業費） (2,909) (5,785) (2,876) 産業創造課

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) (0) (-4,987) 産業創造課

シェアオフィス利用推進事業費 (7,731) (10,757) (3,026) 産業創造課

中小企業金融対策事業費 (750,522) (755,901) (5,379) 0 経営支援課

3,021,539 3,351,296 329,757

146,079 192,548 46,469

就業支援事業費 95,251 95,007 -244 雇用労働政策課

大学生就職支援事業費 34,570 79,335 44,765
【新規】インターンシップコーディネーターの配置
【拡充】企業向けインターンシップセミナー、PR動画作成支援セミナーの実施、学生向け
WEBセミナーの実施

商工政策課

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) (18,206) (1,948) 産業創造課

8,328 30,985 22,657

事業承継・人材確保支援事業費 8,328 30,985 22,657 事業承継等推進事業費補助金の増 商工政策課

808,313 905,562 97,249

高等技術学校費 107,737 113,759 6,022 雇用労働政策課

高等技術学校施設等整備事業費 112,431 147,120 34,689 ・高知、中村両校の学科教室への空調整備等 雇用労働政策課

技能開発向上対策費 36,444 42,218 5,774 雇用労働政策課

産業技術人材育成事業費 6,561 6,897 336 工業振興課

訓練管理費 8,874 11,584 2,710 雇用労働政策課

職業訓練費 302,813 308,265 5,452 雇用労働政策課

地域活性化雇用創造プロジェクト事業費 156,065 156,065 0 雇用労働政策課

工業振興対策費（伝統産業振興事業費（伝統的工芸品産業等後継
者育成対策事業費）） (13,100) (13,200) (100) 工業振興課

工業振興対策費（伝統産業振興事業費（伝統的工芸品産業支援事
業費）） 2,054 3,169 1,115 工業振興課

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) (103,285) (41,051) 産業創造課

2,058,819 2,222,201 163,382

産業振興センター総合支援事業費 (697,967) (747,802) (49,835) 工業振興課

中小企業経営支援事業費 (1,092,122) (1,194,528) (102,406) 経営支援課

就業支援事業費 (95,251) (95,007) (-244) 雇用労働政策課

地域活性化雇用創造プロジェクト事業費 (156,065) (156,065) 0 雇用労働政策課

労働政策総務費（ワーク・ライフ・バランス推進事業費） (17,414) (0) (-17,414) 雇用労働政策課

働き方改革推進事業費 (0) (28,799) (28,799) 雇用労働政策課

632,170 1,434,020 801,850

工業立地基盤整備事業費 (35,174) (137,558) (102,384) 企業立地課

【特別会計】工業団地造成事業費 (554,485) (1,227,366) (672,881) 企業立地課

事業者地震対策促進事業費 9,996 23,079 13,083 中小企業耐震診断等支援事業費補助金、商工業事業継続計画策定支援事業委託料
の増 商工政策課

ものづくり産業振興費（防災関連産業振興事業費） (32,515) (43,619) (11,104) 工業振興課

高等技術学校施設等整備事業費 (0) (2,398) (2,398) 雇用労働政策課

446,062 513,178 67,116

5,787,952 5,852,432 64,480

7,080,028 7,830,444 750,416

※H30当初予算額は、地方創生による前倒し分を含む

４．外商の加速化と海外展開の促進
（１）ものづくり地産地消・外商センターによる外商促進
　　　　（メイドイン高知の防災関連製品含む）

（再掲）

（再掲）

（２）県内企業の海外等展開を促進

（再掲）

（再掲）

５．企業立地や起業の促進
（１）全庁一丸となった企業立地の推進

（再掲）

（２）起業に取り組む事業者等への支援の強化
（再掲）

（再掲）

（再掲）

（再掲）

６．産業人材の育成・確保
（１）人材確保の推進

（再掲）

（２）円滑な事業承継への支援

（３）人材の育成の推進

（再掲）

（再掲）

（４）働き方改革の推進

（再掲）

（再掲）

（再掲）

（再掲）

（再掲）

（再掲）

７．南海トラフ地震対策の推進
（再掲）

（再掲）

（再掲）

（一部
再掲）

８．その他事務費

部　合　計

総合計(特別会計含む)
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飛躍への挑戦！
高知県産業振興計画

　引き続き 「拡大再生産による雇用拡大と、地域の賑わいによる活気ある商工業」を目指す姿として、

以下の点を柱として取り組みを進めていきます。とりわけ全産業に共通する課題として深刻な人手不足へ

の対応やデジタル技術を活用した産業振興に注力していきます。

【１】　引き続き施策全体の中心として「事業者の戦略作り」と「働き方改革の推進」を位置づけ、車の
　　　 両輪として支援します。 
　　 引き続き産業振興センターや商工会等と連携した「事業戦略」「経営計画」の策定を支援するととも
　　に、人手不足への対応につながる「生産性向上」や「働き方改革」、重要度を増している「事業承継」
　　等関連する取り組みを併せて支援します。 
 
【２】　「Society5.0の実現に向けた産業集積と課題解決型産業創出の加速化」を新たに柱の中心とします。
　　 ＩｏＴやＡＩなどのデジタル技術を有する企業の集積や本県における実証実験を促進すること等により、
　　 デジタル技術の導入をあらゆる産業分野に拡大し、本県の課題解決や産業振興につなげていきます。
  
【３】　絶え間ないものづくりへの挑戦 
　　・高付加価値な製品づくりや生産性の向上を進めるとともに、防災関連産業の育成において新たに
　　 価値提案型の商品開発を進めます。 
    ・新たに「土佐和紙の総合戦略の実施」を産業振興計画に位置づけ「土佐和紙」の産業としての維持
     発展に努めます。 
    ・地域商業の活性化に向けて「商店街振興計画」の策定と実行を支援するとともに、インバウンド対
      策やキャッシュレス化の動きに対応していきます。 

【４】  外商の加速化と海外展開の促進 
   ・東京営業本部の体制や商談会等の活動を強化するとともに、防災関連産業において専門家を活用
     しながら、価値提案型で新たな販路開拓を進め大幅な外商拡大を目指します。 
   ・防災関連産業を中心に経済発展が見込まれ、防災関係で共通する課題を持つタイやベトナム、イン
　　ドネシア、台湾等を中心に、引き続き、商談会への出展や防災セミナーの開催を通じて販路を拡大
　　するとともに、具体的な商談を進めるため国内商社との連携を深めます。 
 
【５】  企業立地や起業の促進 
   ・第一次産業を活かした地域産業クラスターの中心となりうる企業や県内ものづくり企業の強化につな
     がる企業など本県の強みを活かした企業立地を、全庁一丸となって推進していきます。 
   ・加えて、ＩＴ・コンテンツ関連産業の集積の加速化を図り、課題解決型産業創出を目指すとともに引き
　　続き事務系職場の誘致を進めます。 
 
【６】  産業人材の育成・確保 
   ・ＩＴ・コンテンツ産業の集積の加速化のため、ＩＴ・コンテンツアカデミーや首都圏ＩＴ・コンテンツネット
     ワークによる人材の育成・確保の取り組みを充実・強化します。
   ・県内企業の魅力を伝える動画の作成支援やインターンシップへの参加促進による新卒者の県内就
     職や、移住施策による中核人材の確保を促進することで、担い手不足の解消を図ります。 
   ・事業承継ネットワークによるニーズの掘り起こしと実務の担い手の育成により、 課題となっている
　　事業承継を大幅に加速します。 
　 ・工業技術センターによる｢技術者養成講座」や紙産業技術センターによる「かみわざひとづくり事業」
　　等の実施により、生産性向上に取り組むことができる技術人材を育成する。 

【７】  南海トラフ地震対策の推進 
   　ＢＣＰ（事業継続計画）策定支援や避難施設の整備を促進するとともに、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や価値提案型防災関連商品の開発を進めるなど事業者へ
　　の防災対策の推進を図ります。

５



 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・磨き上げ実行支援を行うとともに、商工会議所や商工会と連携して、
商店街などの地域の事業者の経営計画策定を支援する仕組みを整えます。
 また、高知県働き方改革推進支援センターの体制を強化し、個々の企業の状況に応じ
た働き方改革をサポートするとともに、働き方改革キャンペーンの実施による機運醸成
や、働き方改革推進職場リーダーを養成することなどにより、県内事業者の人材確保・
定着及び生産性の向上に資する働き方改革を推進します。

※［ 　］は平成３０年度当初予算

＜事業戦略策定等への支援＞

○中小企業経営資源強化対策事業費（産業振興センター総合支援事業費）
  747,802千円 ［697,967千円］ 

　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る。

＜地域の事業者の経営力強化＞

○小規模事業経営支援事業費（中小企業経営支援事業費）
   1,126,218千円 ［1,037,930千円］

　県内の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る。

○経営発達支援推進事業費（中小企業経営支援事業費） 68,310千円 ［54,192千円］
　スーパーバイザー・経営支援コーディネーターを配置、増員することにより、商工会等
の経営指導員とともに、経営計画の策定・実行に取り組む小規模事業者の支援を強化する。

＜働き方改革の推進＞

○中小企業経営資源強化対策事業費（産業振興センター総合支援事業費）【再掲】
   747,802千円 ［697,967千円］ 

○小規模事業経営支援事業費（中小企業経営支援事業費）【再掲】
   1,126,218千円 ［1,037,930千円］

○経営発達支援推進事業費（中小企業経営支援事業費） 【再掲】
  68,310千円 ［54,192千円］

○働き方改革推進事業費 28,799千円 ［０千円］
　働き方改革推進支援センターの体制を強化し、個々の企業の状況に応じた働き方改革を
サポートするとともに、働き方改革キャンペーンの実施による機運醸成や「ワークライフ
バランス推進企業認証制度」の普及・拡大による職場環境づくりの促進、また、働き方改
革推進職場リーダーを養成することなどにより、事業者の人材確保・定着と生産性向上等
に資する働き方改革を推進する。

新

 ６ 



 これまでのＩＴ・コンテンツ関連企業に加えて、Society5.0関連企業の誘致活動を強
化するとともに、これらの企業が求める人材の育成・確保に向けて、ＩＴ・コンテンツ
アカデミーや首都圏ＩＴ・コンテンツネットワークの取り組みを更に充実・強化します。
また、第一次産業をはじめとする様々な産業分野や中山間地域の課題などからのニーズ
抽出を充実強化するなど、ＩｏＴやＡＩ等のデジタル技術の導入をあらゆる分野に拡大
する取り組みを推進するとともに、最先端のデジタル技術を持つ全国の企業の実証実験
等を本県に呼び込むことにより、県内の課題解決や産業（技術）の集積の加速化を図り
ます。

＜ＩＴ・コンテンツ関連産業の集積の加速化＞
○IT・コンテンツ企業立地促進事業費（IT・コンテンツ産業振興費）
  108,127千円 ［108,287千円］

　IT・コンテンツ企業の立地初期の経費に対し助成することにより、企業の立地を促進し、本県
におけるSociety5.0の実現や雇用機会の拡大を図る。

○誘致関連情報収集事業費（IT・コンテンツ産業振興費）
  10,681千円 ［2,015千円］

　これまでのＩＴ・コンテンツ関連企業の誘致に加え、ＩｏＴやＡＩ等の最先端のデジタル技術を持つ
Society5.0関連企業の誘致活動の充実・強化を図る。

○IT・コンテンツビジネス振興事業費（IT・コンテンツ産業振興費）
  5,785千円 ［2,909千円］

　IT・コンテンツビジネスの専門家である「IT・コンテンツ産業振興アドバイザー」の指導・助言を
受けながら、IT・コンテンツビジネスの起業や新事業創出の意欲のある事業者等で構成する研
究会において、最新のビジネスの知識の習得や企業間交流を促進することにより、IT・コンテン
ツビジネスの振興を図る。

○シェアオフィス利用推進事業費 10,757千円 ［7,731千円］
　中山間地域等において市町村等が設置するシェアオフィスで創業や事業を行おうとする
事業者等の入居を促進し、その活動を支援することにより、中山間地域等における産業振
興や地域活性化を図る。

○IT・コンテンツアカデミー開催事業費（IT・コンテンツ産業振興費）
  103,285千円 ［62,234千円］

　県内のIT・コンテンツ関連企業の担い手となる人材を育成し、 IT・コンテンツ関連産業の県内
集積と若者の雇用創出・県内定着を促進するため、Society5.0関連の講座を追加するなど、IT・
コンテンツ関連産業に関する知識や技術を学ぶ場の充実を図る。

○首都圏IT・コンテンツ人材確保事業費（IT・コンテンツ産業振興費）
  18,206千円 ［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、県内への転職や企業立地、県内企業との事業連携等を促進するため、ネット
ワークの会員の掘り起こしや、本県への転職や移住に向けた個別サポートの充実を図るととも
に、人材マッチングにつなげる仕組みを構築する。

＜課題解決型産業創出の加速化＞

○ＩｏＴ推進事業費 45,779千円 ［62,932千円］
　第一次産業をはじめとする様々な産業分野や中山間地域の課題などからのニーズ抽出を
充実・強化するなど、ＩｏＴやＡＩ等のデジタル技術の導入をあらゆる分野に拡大する取
り組みを推進するとともに、最先端のデジタル技術を持つ全国の企業の実証実験等を本県
に呼び込むことにより、本県の課題解決や産業（技術）の集積の加速化を図る。

 ７ 



 県内企業（製造業）の製品開発や設備投資における取組に対して、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対する支援を強化し、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。

＜ものづくり企業の製品開発の促進＞

○中小企業経営資源強化対策事業費（産業振興センター総合支援事業費）【再掲】  
  747,802千円 ［697,967千円］

○ものづくり事業戦略推進事業費（ものづくり産業振興費）
  113,824千円 ［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す。

○工業技術振興事業費 23,936千円 ［28,040千円］
   ものづくり分野や食品分野の製品開発と技術力の向上を支援するとともに、産学官連携によ

　　　る新素材・新技術の研究開発を推進し、企業への普及を行うことで、地域産業の振興を図る。
　　　　
○工業技術支援事業費 65,416千円 ［53,019千円］

　ものづくり企業の技術的強化を図るため、企業等の依頼分析試験、基礎的な研究や調査、研
究終了後の事業化･商品化へのフォローアップを行うとともに、国際的な高度分析機関として、県
内企業の製品の品質保証及び円滑な製品出荷を促進する。

○紙産業技術試験研究費 44,366千円 ［42,779千円］
　県内紙産業の活性化を図るため、紙、不織布製品の開発研究や実用化研究を実施するととも
に、製紙関連企業への技術的支援を行う。また、京都大学のNEDOプロジェクトとの連携などによ
り、セルロースナノファイバーを利用した新製品開発や多用途での産業利用を推進し、県内企業
の新素材分野への参入につなげる。

○紙産業技術振興促進費 25,231千円 ［21,622千円］
　高知県紙産業フォローアップ委員会を開催し、紙産業の振興に向けた施策の進捗管理を行う。　
　　また、外部の専門家による研修や指導などにより、企業技術者やセンター職員の技術開発力
のレベルアップを図るとともに、研究や依頼試験等を通じて県内紙産業関連企業を支援する。
　

○海洋深層水試験研究費  7,638千円 ［6,446千円］
　海洋深層水の資源特性を生かすため、水産業、食品など様々な分野での利用を目指す試験
研究や技術支援等を行う。

○室戸海洋深層水ブランド化事業費  3,121千円 ［3,797千円］
　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、室戸海洋深層水
のブランド化を推進し、海洋深層水を核とした地域振興につなげる。

○知的財産活用促進費 7,019千円 ［7,870千円］

　県の特許に関わる施策や県立試験研究機関等からの相談について、顧問弁理士から助言・
指導を受けるなど、県が実施する研究成果の権利化や利活用を行う。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
活用を促進する。
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＜生産性向上（省力化・高付加価値化）の推進＞

○ＩｏＴ推進事業費 【再掲】 45,779千円 ［62,932千円］
　

○ものづくり事業戦略推進事業費（ものづくり産業振興費）【再掲】
  113,824千円 ［85,934千円］

○ものづくり分野研究事業費（工業技術振興事業費）【再掲】
  4,538千円 ［6,427千円］ 

      　　　ものづくり企業の生産工程の改善につなげるため、生産データを収集・分析する生産支援シス　
　　　　　テムを開発し、企業に普及することで、県内製造業の生産性の向上を図る。

　
○中小企業制度金融貸付事業費（中小企業金融対策事業費）  
                        755,901千円 ［750,522千円］

　県融資制度を利用する際に、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・低保証料で供給するとともに、生産性の向上につ
ながる設備投資にかかる事務費の利子の一部を補給することにより、経営の安定と経営体質の
改善・合理化など、中小企業者の事業活動を支援する。

　　　　　　　融資枠：325億円　利子補給枠：融資額30億円（補給率１%）
　　　　　　 （うち、産業振興計画推進融資80億円、安心実現のための高知県緊急融資123億円）

＜メイドイン高知の防災関連産業のさらなる振興＞

○防災関連産業振興事業費（ものづくり産業振興費）
   43,619千円 ［32,515千円］

　南海トラフ地震への備えと連動させた防災関連産業の振興を図るため、新たに防災関連製品
開発ＷＧの立ち上げや防災関連産業振興アドバイザーを配置することで、価値提案型の製品開
発の促進を図る。 

○ものづくり事業戦略推進事業費（ものづくり産業振興費）【再掲】
  113,824千円 ［85,934千円］

＜紙産業の飛躍的な成長の促進＞

○紙産業育成事業費  2,128千円 ［1,289千円］ 

　成長が期待される分野に関する紙・不織布の加工技術の高度化を図るとともに、開放試験設
備利用研修や基本的な技術力養成のための研修等を実施することにより、幅広い市場ニーズに
対応できる企業人材の育成を行う。

○伝統産業振興事業費（工業振興対策費）
 （土佐和紙振興事業費）                 3,461千円    ［0千円］ 
 （伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費）  13,200千円 ［13,100千円］
　　　土佐和紙の振興を図るため、土佐和紙総合戦略に基づき原料の確保や後継者育成や土佐和
　　　紙の情報発信などの取り組みを行う。

　また、本県の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取り組もう
とする者の発掘や、技術・ノウハウの継承を行うなど、後継者の育成を図るとともに、産品の紹介
や販路開拓に向けた取り組みへの支援を行う。

○紙産業技術試験研究費【再掲  】 44,366千円 ［42,779千円］
　

○紙産業技術振興促進費【再掲  】 25,231千円 ［21,622千円］

新
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＜外商強化に向けた食品加工の高度化＞

○食品分野研究事業費（工業技術振興事業費）【再掲】 12,907千円 ［15,453千円］
　　　　食品加工事業者の製品開発や技術力の向上を図るため、新たな機器・設備等を活用した研究
　　　　　開発や技術指導を行い、食品加工の高度化を推進する。

    ○工業技術支援事業費【再掲】 65,416千円 ［53,019千円］

＜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 73,614千円 ［180,636千円］
    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、科学技術を活用
  した新たな産業の創出を図るため、大学が持つ研究シーズ等を生かし、多様な研究者や県内企
  業による共同研究を促進する仕組みを構築することによって、産学官の連携による共同研究の
  促進を図る。

＜地域商業の活性化＞

○商業振興対策事業費（商業振興事業費） 7,457千円 ［8,322千円］
　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、商業振興を図る。

○中山間地域商業対策事業費（商業振興事業費）  1,500千円 ［10,516千円］

　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する
ことにより、商業機能の向上を図る。

○チャレンジショップ事業費（商業振興事業費）  24,266千円 ［32,977千円］
  チャレンジショップ等の運営や、移住希望者を含む開業希望者の育成・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及び商店街振興の取り組みを進めるＮＰＯに対し、
チャレンジショップの運営等に要する費用の補助を行うことにより、商店街の賑わいを創
出し、活性化を図る。

○空き店舗対策事業費（商業振興事業費）  12,663千円 ［10,528千円］
商店街等の空き店舗を解消し、活性化を図るため商店街等への出店を支援する。

○地域振興推進支援事業費（商業振興事業費）  18,000千円 ［0千円］
　各地域で、地域商業の活性化に向けて、事業者や商店街振興組合、商工会・商工会議所、
県及び市町村等と共同して策定された地域振興計画を効果的に実行するため、地域振興計
画に位置づけられた事業等について、総合的に支援する。

○キャッシュレスセミナー開催費（商業振興事業費）  1,591千円 ［0千円］
　県内７ブロックで事業者等を対象に、キャッシュレスについてのセミナーを開催し、今
後全国的に加速するキャッシュレス化に対応するため、まずセミナーを通して事業者等の
キャッシュレス化への理解を深めていくとともに、意識の改革を図る。

○小規模事業経営支援事業費（中小企業経営支援事業費）【再掲】
     1,126,218千円 ［ 1,037,930千円］

○経営発達支援推進事業費（中小企業経営支援事業費）【再掲】
  68,310千円 ［54,192千円］
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 ものづくり地産地消・外商センターの東京営業本部の体制を強化し、防災関連製品をは
じめとするものづくり分野の外商促進につなげます。また、防災関連製品などについて、
台湾や東南アジアでの国際見本市への県ブースの出展などにより輸出をさらに加速化させ
るとともに、国際協力機構や日本貿易振興機構などと連携したサポートチームにより、Ｏ
ＤＡ（政府開発援助）の案件化も含めた県内企業の海外展開の支援の強化を図ります。 

＜ものづくり地産地消・外商センターによる外商促進
                     （メイドイン高知の防災関連製品含む）＞

○中小企業経営資源強化対策事業費（産業振興センター総合支援事業費）【再掲】
        747,802千円 ［697,967千円］
　　　　東京営業本部の体制強化や県外見本市の出展機会の拡充などにより、防災関連製品をはじめ

　　とするものづくり分野の外商促進につなげる。
 
○防災関連産業振興事業費（ものづくり産業振興費）【再掲】
   43,619千円 ［32,515千円］
　　　　南海トラフ地震への備えと連動させた防災関連産業の振興を推進するため、新たに防災関連
　　産業振興アドバイザーを配置することで、価値提案型の営業活動の強化を図る。
 

＜県内企業の海外等展開を促進＞

○中小企業経営資源強化対策事業費（産業振興センター総合支援事業費）【再掲】 
  747,802千円 ［697,967千円］
   海外での市場調査支援や国内貿易商社とのマッチングに加え、海外バイヤーの招聘を実施し、

　　　県内企業の海外展開を支援する。

○防災関連産業振興事業費（ものづくり産業振興費）【再掲】
    43,619千円 ［32,515千円］
　　　　ベトナムにおいて防災セミナーを開催するとともに、国際協力機構・日本貿易振興機構などと連
　　　携したサポートチームにより、ODA（政府開発援助）の案件化も含めた県内企業の海外展開を支
　　　援する。　　 

　
○海外展開支援事業費（ものづくり産業振興費）  4,130千円 ［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企業に提供する取り組みを進める
ことなどにより、県内製造業（防災関連産業を除く）の海外展開を支援する。
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 本県の強みである第一次産業を活かした地域産業クラスターの中心となり得る企業等の
誘致及び事務系職場の集積拡大を図ります。
 また、本県産業の新たな強みをつくり出すとともに、本県におけるSociety5.0の実現
に向けた取り組みの基盤となるIT・コンテンツ関連産業の集積の加速化を図ります。

＜全庁一丸となった企業立地の推進＞

○企業誘致活動推進事業費 694,390千円 ［1,038,242千円］
　 ・企業立地促進事業費補助金　469,212千円/債務負担1,900,000千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（672,722千円/債務負担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
　　　 の拡大を図る。

　　・誘致対象企業発掘事業委託料  5,016千円（6,987千円）
　　　　  誘致対象企業を発掘するため、企業情報のノウハウを有する民間調査会社に立地優遇施策等
       の情報発信及び専門調査員による企業への訪問調査等を委託する。

　 ・キャリアアップ研修委託料　8,488千円（0千円）
　　　　  事務系立地企業の従業員の正社員や中核人材になるために必要な知識等の習得を目的とした　
　　　 人材育成研修を実施する。

　　・コールセンター等立地促進事業費補助金　188,432千円/債務負担1,900,000千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（213,790千円/債務負担1,500,000千円）
　　　　  コールセンター等事務系職場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る。

　　・見本市出展業務委託料　5,556千円（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
　　   致を一層推進する。

○IT・コンテンツ企業立地促進事業費（IT・コンテンツ産業振興費） 【再掲】
  108,127千円 ［108,287千円］

　ＩＴ・コンテンツ企業の立地初期の経費に対し助成することにより、企業の立地を促進
し、本県におけるSociety5.0の実現や雇用機会の拡大を図る。

○工業立地基盤整備事業費  137,558千円 ［35,174千円］
　・工場用地整備事業費補助金　4,000千円（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
　　　対し助成を行う。 

　・工業団地開発関連事業費補助金　112,760千円（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する。

○【特別会計】工業団地造成事業費   1,227,366千円 ［554,485千円］
　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る。
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＜起業に取り組む事業者等への支援の強化＞

○IT・コンテンツビジネス振興事業費（IT・コンテンツ産業振興費）【再掲】
  5,785千円 ［2,909千円］

　IT・コンテンツビジネスの専門家である「IT・コンテンツ産業振興アドバイザー」の指
導・助言を受けながら、IT・コンテンツビジネスの起業や新事業創出の意欲のある事業者
等で構成する研究会において、最新のビジネスの知識の習得や企業間交流を促進すること
により、IT・コンテンツビジネスの振興を図る。

○シェアオフィス利用推進事業費 【再掲】 10,757千円 ［7,731千円］
　中山間地域等において市町村等が設置するシェアオフィスで創業や事業を行おうとする
事業者等の入居を促進し、その活動を支援することにより、中山間地域等における産業振
興や地域活性化を図る。

○中小企業制度金融貸付事業費（中小企業金融対策事業費）【再掲】
   755,901千円 ［750,522千円］　

　大学生等の若者の県内就職の促進や、移住促進・人材確保センターと連携した後継
者人材や中核人材の確保によって、担い手不足の解消を図ります。また、県内企業に
対するセミナー等により働き方改革の普及啓発を図り、新規高卒者の早期離職防止や
従業員定着対策などに重点的に取り組みます。また、ＩＴ・コンテンツ関連産業の集
積を加速化するため、これらの企業が求める人材の育成・確保に向けて、ＩＴ・コン
テンツアカデミーや首都圏ＩＴ・コンテンツネットワークの取り組みを更に充実・強
化します。

＜人材確保の推進＞

○就業支援事業費  95,007千円 ［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、円滑な就職と職場への定着を図るため、就職に関する相
談からセミナー等の実施までを一体的かつ連動して行う。

○大学生等就職支援事業費 79,335千円 ［34,570千円］

　学生の相談対応や企業と学生のマッチング等を行うインターンシップコーディネーター
の配置によるインターンシップの充実や、首都圏等における大学生と県内企業との交流機
会の拡大・ＷＥＢを活用した県内就職情報の発信を強化すること等により、大学生の県内
就職の促進を図る。

○首都圏IT・コンテンツ人材確保事業費（IT・コンテンツ産業振興費）【再掲】 
  18,206千円 ［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、県内への転職や企業立地、県内企業との事業連携等を促進するため、ネット
ワークの会員の掘り起こしや、本県への転職や移住に向けた個別サポートの充実を図るとともに、
人材マッチングにつなげる仕組みを構築する。

＜円滑な事業承継への支援＞

○事業承継・人材確保支援事業費 30,985千円 ［8,328千円］
　事業承継ネットワークにより、事業者への事業承継の啓発とニーズの掘り起こしを実施
するとともに、事業承継に必要な経費の補助枠を拡大する。また、大手Ｍ＆Ａ仲介会社と
連携して、小規模事業者のＭ＆Ａによる事業承継を支援することで事業承継の促進を図る。
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＜人材の育成の推進＞
○高等技術学校費  113,759千円 ［107,737千円］

　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
支援する。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
な広報活動を展開する。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在職者訓
練を実施するとともに、建築系産業人材の多能工化へ対応した訓練を行う。

○高等技術学校施設等整備事業費 147,120千円 ［112,431千円］
　高等技術学校において、訓練生確保に向けた環境整備や産業界のニーズに合わせて訓練機
器の導入・更新を進める。

○技能開発向上対策費 42,218千円 ［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る。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する。

○産業技術人材育成事業費 6,897千円 ［6,561千円］
　　　　生産性向上に取り組むことができる技術人材を育成するため、「技術者養成講座」等を開催す
　　　　　るとともに、食品加工特別技術支援員を配置して、企業の実情に応じた巡回指導等を実施する。

○訓練管理費 11,584千円 ［8,874千円］
　職業能力開発に関する各種支援施策の推進を図る。

○職業訓練費 308,265千円 ［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る。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する。

○地域活性化雇用創造プロジェクト事業費 156,065千円 ［156,065千円］
　恵まれた地域資源を活用して、産業振興計画の推進を加速化させ、地域の雇用の創出・拡大
に繋げていくため、県内企業の雇用や人材育成、求職者の就職支援や非正規社員の正規化に
向けた支援を行う。

○伝統産業振興事業費（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）【再掲】  13,200千円［13,100千円］
（伝統的工芸品産業支援事業費）           3,169千円［2,054千円］
　　　　後継者を育成する研修現場での様々なニーズに対応し、より持続的で効果的に後継者育成を
　　　図るため、指導者の負担軽減を図るとともに、研修受講者が様々な技術を身に付けられるよう複
　　　数での指導や学校形式による研修に対象を拡大して支援を行う。 

○IT・コンテンツアカデミー開催事業費（IT・コンテンツ産業振興費）【再掲】
  103,285千円 ［62,234千円］

　県内のＩＴ・コンテンツ関連企業の担い手となる人材を育成し、 IT・コンテンツ関連産業の県内集
積と若者の雇用創出・県内定着を促進するため、Society5.0関連の講座を追加するなど、IT・コン
テンツ関連産業に関する知識や技術を学ぶ場の充実を図る。
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 BCP(事業継続計画)策定支援や避難施設の整備を促進し、事業者への防災対策の推
進を図ります。また、南海トラフ地震への備えと連動させた防災関連産業の振興を推
進するため、新たに防災関連産業振興アドバイザーを配置し、価値提案型の製品開発
や営業活動の加速化を図ることに加え、ベトナムで防災セミナーを開催するなど県内
企業による防災関連製品の海外も含む外商活動の支援を行う。 

○工業立地基盤整備事業費【再掲】  137,558千円 ［35,174千円］
　　
○【特別会計】工業団地造成事業費【再掲】  1,227,366千円 ［554,485千円］

○事業者地震対策促進事業費  23,079千円 ［9,996千円］

　・商工業事業継続計画策定支援事業委託料　　　10,768千円（5,119千円）

　　　　　　商工業者のＢＣＰ（事業継続計画）の策定促進に向けて、普及啓発のためのシンポジウムや、
　　　　 策定に必要な知識を深めるため策定講座を開催し、ＢＣＰ策定を支援する。また、策定したＢＣＰの
　　　　 実効性を高めるための訓練講座を開催し、ＢＣＭを促進する。

　　　・中小企業耐震診断等支援事業費補助金　11,499千円（3,333千円）
　　　　　　県内製造業を営む中小企業者の、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、早期復旧につなげる。

　　　・民間活力活用津波避難施設整備促進事業費補助金　0千円（0千円）
　　　　　　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、その経費の一部を市町村を通して助成することで、津波避難施設
　　　　の増加を図る。

  ○防災関連産業振興事業費（ものづくり産業振興費）【再掲】
                        43,619千円    ［32,515千円］

  ○高等技術学校施設等整備事業費【再掲】     2,398千円      ［０千円］
  ・中村高等技術学校ブロック塀改修工事請負費　　　　2,398千円（0千円）

　　　　　　中村高等技術学校に設置されているブロック塀を耐震性のあるものに改修する。

＜働き方改革の推進＞

○中小企業経営資源強化対策事業費（産業振興センター総合支援事業費）【再掲】
   747,802千円 ［697,967千円］ 

○小規模事業経営支援事業費（中小企業経営支援事業費）【再掲】
   1,126,218千円 ［1,037,930千円］

○経営発達支援推進事業費（中小企業経営支援事業費） 【再掲】
  68,310千円 ［54,192千円］

○就業支援事業費【再掲  】 95,007千円 ［95,251千円］

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

○働き方改革推進事業費 【再掲】 28,799千円 ［０千円］
　

新
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商工労働部様式３

H30＜見直し（廃止）事業＞253百万円（9件）
H31＜課題解決先進枠等＞203百万円（23件）新 ：新規事業 ：拡充事業

見　
直　
し

：手法改善

①防災関連製品市場調査委託料（工業振興課）
　  5,238千円（うち(一)5,238千円）
　　・目指した効果と得られた成果：日本国内における防災関連製品・技術に対する
　　ニーズや市場の規模及び構造など、新たな製品開発や外商活動にとって有益な情
　　報を得ることができた。 
　　・廃止理由：防災関連市場に関する調査・分析が完了し、得られた情報を元に
　　「防災関連産業振興事業」の強化を図る。 
②商業者間連携等調査検討事業（経営支援課）
　  7,902千円（うち（一）7,902千円）
　　・目指した効果と得られた成果：中山間地域の店舗では取り扱えなかった商品を
　　地域住民の皆様に提供することができるようにするとともに、中心商店街では新たな
　　商機を拡大することができた。
　　・廃止理由：商業者間での収益配分や配送コスト、商品紹介など事業の根幹
　　となるスキームが構築され、委託事業以外でモデル地区や高知市中心商店街の
　　商業者との間での取引が始まっている。さらに配送業者等との連携により、モデル地
　　区以外での横展開に着手していることから、事業としては一定の成果が得られたと
　　考えるため廃止する。

２．廃止

①大学生向けセミナー開催委託料（商工政策課）
　 13,969千円（うち（一）13,969千円）
　　・目指した効果と得られた成果：県内外の大学生等に、県内企業や地元就職の
　　　情報を伝え理解を深めてもらうことで、県内就職を促進するため、県内外で就職
　　　に関するセミナーを開催。
　　　　県内セミナー２回：参加者49名　県外セミナー４回：参加者39名
　　・見直し理由：学生の情報収集手段の変化等により、セミナーへの参加者が少な
　　　いため、より多くの学生等に効果的に情報を伝えることができる手法に変更する。
②IT・コンテンツアカデミー開催事業費（産業創造課）
　 56,139千円（うち(一) 27,275千円）
　　・目指した効果と得られた成果：
　 　　受講者：1,437名（延べ3,104名）
　　　　企業立地件数：18件　　新規雇用者数：237名　　　　　
　　・見直し理由：立地企業の増加に伴い県内IT・コンテンツ企業の人材確保ニーズ
　　　が更に高まっていることから、既存の講座を見直すとともに、AI等の先端技術を学
　　　ぶ講座の新設等により、IT・コンテンツ産業の集積の実現に寄与する講座体系の
　　　構築を目指す。
③ワーク・ライフ・バランス推進事業費（雇用労働政策課）
　  17,414千円（うち(一)8,939千円）
　　・目指した効果と得られた成果：働きやすい職場環境づくりに向けアドバイザーを設
　　　置、ワークライフバランス推進企業認証制度の普及・拡大を実施。累計204社
　　・見直し理由：認証制度に加えて、現状と課題を明確化するための労働状況調
　　　査、機運醸成のための働き方改革キャンペーンの実施など、働き方改革に向けた　
　　　取組として一体的に推進する事業を創設する。

１．見直し（手法改善等）

改 先 ：課題解決先進枠

　 　　中小企業経営資源強化対策事業費(工業振興課)
　　　 防災関連産業振興事業費（工業振興課）

25,489千円（一）25,489千円
  5,329千円（一） 5,329千円

事業概要：防災製品市場調査結果等を踏まえ、東京営業本部の体制を強化し、防災関連製品等のさらなる外商の拡
大を図る。

見込まれる成果（当該年度） 外商エリアや商談機会の拡大により、これまで未開拓で
あった商流チャンネルとのマッチングにつなげる。

課題４　外商の加速化と海外展開の促進　
先拡

　 　　大学生就職支援事業費（商工政策課） 30,370千円（一）30,370千円

事業概要：新規大卒者等の人材を確保するため、大学生に対して、県内就職に関する情報を発信するとともに、県内企
業の魅力を伝える場の創出により、大学生の県内企業への理解を深め、県内就職の促進を図る。

見込まれる成果（当該年度） 大学生の県内就職率の向上

　 　　 IT・コンテンツアカデミー開催事業費(産業創造課) 51,116千円（一）51,116千円

事業概要：AI等の先端技術を学ぶ講座の新設等、土佐ＭＢＡにおいて、企業や大学、専門学校等と連携した講座を体
系的に組み合せて実施する「高知県IT・コンテンツ アカデミー」の講座内容をバージョンアップし、人材育成を更に強化する。

見込まれる成果（当該年度） 企業立地件数　20件　　　新規雇用者数　300名

　 　　地域振興推進支援事業費補助金（経営支援課） 18,000千円（一）18,000千円

事業概要：各地域で、県及び市町村、商工会・商工会議所、商店街振興組合、事業者等と共同して策定された地域
振興計画を効果的に実行するため、地域振興計画に位置づけられた事業等について、総合的に支援する。

見込まれる成果（当該年度） 振興計画の策定、実行の推進

　 　　働き方改革推進事業費（雇用労働政策課） 23,521千円（一）12,156千円

事業概要：ワークライフバランス推進企業認証制度の普及・拡大及び県内事業者参加型の働き方改革キャンペーンの実
施により、県内事業者の人材確保・定着と生産性向上につながる働き方改革を推進する。

見込まれる成果（当該年度） H31年度末認証企業数　300社

先拡

先新

新 先

課題５　産業人材の育成・確保

先拡

課題１ 持続的な拡大再生産の好循環に向けた
　　　　　事業者の戦略策定と働き方改革の推進

（全体成果目標：製造品出荷額等6,000億円以上(H31)）

課題２　Society5.0の実現に向けた産業集積と
           課題解決型産業創出の加速化

課題３　絶え間ないものづくりへの挑戦

拡

拡大再生産による雇用拡大と、地域の賑わいによる活気ある商工業
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