営 業 支 援 事 業
（営業支援事業会計）
（スタートアップ応援事業会計）
（地場企業支援事業会計）
１．中小企業営業力強化総合支援事業 （県事業）
【事業の目的】
県内中小製造業の企業力向上を図るため、県外企業との取引拡大・販
路開拓を通じ、設備投資、従業員雇用などの事業拡大を促進する。
【評価指標・実績】
県外を中心とする中堅・大手企業等の発注情報を県内企業へ紹介斡旋
したことによる取引成約状況（初回取引分及び成約後の年間取引額）
※県内波及のための県内企業同士のマッチング取引成約も含む
平成２８年度

平成２７年度

業務指標

実 績 値

新規成約件数

目標値

実績値

達成率

８６件

１００件

８２件

８２％

成約後年間取引額

635,293 千円

600,000 千円

708,101 千円

118.0％

新規初回成約額

252,607 千円

255,000 千円

338,375 千円

132.6％

平成２８年度

新規取引成約の内訳

新規成約件数

新規初回
成約金額

県内企業同士の取引マッチング成約

１７件

22,544 千円

県外企業との取引マッチング成約

６５件

315,831 千円

８２件

338,375 千円

合

計

新規の初回成約は、１件につき数千円から数万円と少額取引から始まる
ことが通例であるが、取引が継続した場合には、年間で数百万円以上の取
引額に拡大する場合が多いため、取引成約後のフォローアップ活動を強化
している。

【事業の実施状況】
○平成２８年度事業費
７３，６４７千円
（ビジネスマッチングにかかる人件費 ５８，５１０千円）
施策項目

平成２８年度実施内容
①

財団職員による発注企業訪問
延べ２６２社（昨年３３１社）

下請企業振興事業
（受発注情報等収集提供事業）

（2,799 千円）

（県内発注企業延べ２１社）
②

財団職員による県内企業訪問
延べ社１，４２７社

③

長崎県企業ガイドブック：１,０００部作成し
県外の発注企業に配布、県内企業ＰＲに活用した。

④

財団ホームページを活用した情報発信

① ビジネスマッチングフェアの開催
県外企業を一堂に招き、県内企業との取引商談会を
年２回開催し新規取引の機会を提供した。
・７月 佐世保市
（県外企業２１社招聘、県内企業５６社参加）
・２月 長崎市
（県外企業２３社招聘、県内企業５５社参加）
② スポット商談会
県外企業の調達担当者を個別に招き、県内企業の工
場視察をおこない新規取引商談を実施した。
地場企業取引拡大支援事業
（6,185 千円）

（県外企業１６社招聘し県内企業５０社を訪問）
③ 県外での商談会
九州各県の支援機関と合同で商談会を開催し広域
的な取引機会を図った。
・１２月 岡山市（九州７県合同）
（発注企業４９社、県内企業１７社参加）
・１月 久留米市（福岡・佐賀・長崎３県合同）
（発注企業４９社、県内企業２社参加）
④ 発注企業への同行訪問
県内外の発注企業延べ７１社対し、地場企業３６社
と財団職員が同行訪問し、企業ＰＲと個別商談を実
施し新規取引の機会を探った。

⑤ 発注企業への発注開拓訪問（２６２社）
県内外発注企業へ財団職員による発注開拓訪問で
発注ニーズを探り、地場企業に情報提供と取引マッ
チングを実施した。
◎ 取引拡大支援事業での取引成約の内訳
① ビジネスマッチングフェア （成約は過去開催分含む）
新規成約 ３７件

初回成約金額

217,689 千円

初回成約金額

16,560 千円

② スポット商談会
新規成約
③

４件

県外での広域商談会

新規成約

３件

初回成約金額

6,640 千円

④ 発注企業への同行訪問
新規成約

４件

初回成約金額

4,900 千円

⑤ 発注企業への発注開拓訪問での通常あっせん

ビジネスマッチングアドバ
イザー事業（859 千円）

新規成約 ３４件

初回成約金額

合計

合計

８２件

92,586 千円
338,375 千円

福岡県在住のアドバイザーが企業訪問を行い、発注情
報により県内企業を紹介し新規取引に繋げる。
ＩＳＯ9001/14001 認証維持のための内部監査員
養成研修会を、長崎市・佐世保市にて延べ５回開催し、

ＩＳＯ認証取得支援事業
（1,514 千円）

うち、ＩＳＯ ２００８年版から２０１５版改定に伴う
研修会を長崎市・佐世保市で２回開催した。
（県内企業延べ４１社､８３名参加）
平成２５年度～平成２８年度に県が認定した「元気な

ものづくり認定企業」３５社に対し、技術高度化コーデ
元気なものづくり企業ステ ィネーターと連携した支援を実施した
ップアップ支援事業
取引支援グループでは、当該企業３２社に同行訪問
（6,591 千円）

し、事業拡大への取組みに係る、新規外注先(協力企業)
として県内企業６社を紹介し波及効果を図った。

【事業の成果】
● ２８年度の新規取引成立８２件に対し、財団職員によるフォロー
アップ活動を徹底した結果、３６件（43.9％）が継続取引となって
おり、取引先の多様化に寄与している。
●

平成１６年度から継続して開催しているビジネスマッチングフェ
アは２８回の開催となり、県外企業延べ５９０社・県内企業延べ
１，３２５社が参加し、個別商談による２９９件の新規取引が成
約し、初回取引額の累計は９億８千万円にのぼっている。

●

各種取引あっせん事業を通じての成約を含めた全体の取引あっせ
ん新規成約件数は、平成１６年度からの１３年間で１，０３４件、
初回取引額のみの累計が３０億５千６百万円となっている。
これら新規成約の６割程度は取引を継続していると思われ、取引
あっせんの効果は、当初のおおよそ３倍程度になるものと推測さ
れ、取引マッチングを通じて新規取引を始めた県外企業等が主要
取引先となっている地場企業が複数あることから、中小製造業の
事業拡大に寄与していることが見て取れる。

●

経営革新等認定支援機関として、経営革新計画策定や、国ものづ
くり補助金申請支援・県工場等立地補助金申請支援やファンド設備
投資申請支援などを通じ２６社の中小製造業の工場増設や最新機械
導入など総額２７億６千９百万円程度の設備投資に貢献している。

●

県内中小製造業の人材不足解消のため、２８年度は、佐世保高等
技術専門校において、１０社の県内企業による合同会社説明会を開
催した。
同専門校の機械加工科・溶接科等の訓練生は定員割れで少なかっ
たが、説明会参加の３社がそれぞれ１名ずつを採用している。
これまで、同専門校では延べ３０社が会社説明会に参加し延べ１７
名を採用している。
地場中小企業の同専門校に対する認知度は向上していると思われ
るため、引き続き開催していきたい。

２．「ナガサキ型新産業創造ファンド」活用助成事業（基金事業）
【事業の目的】
将来の成長が期待できるモノづくり分野において、県内中小企業者等が
新技術・新製品・試作品の事業化調査から研究開発、販路開拓までを総
合的に支援する。
【事業の実施状況】
○平成２８年度事業費
（うち事務費

６５，７１０千円
１３，３８０千円）

○平成２８年度採択の状況

事

業

名

平成２７年度

平成２８年度

実 績 値

実 績 値

採択
件数

事業化等調査事業
技術応用開発
支援事業
商品化研究・開発
支援事業
見本市出展
支援事業
認証取得支援事業

合

計

２件
３件
９件
１９件
３件

３６件

交付決定額
３，８３１
千円
１０，０８５
千円
６４，６１２
千円
４１，２９０
千円
５，０３６
千円
１２４，８５４
千円

申請

採択

件数

件数

２件

２件

４件

４件

１４件

８件

１６件

１６件

５件

５件

４１件

３５件

交付決定額
４，４７０
千円
１２，６４２
千円
６２，３４２
千円
３４，２８１
千円
７，９３７
千円
１２１，６７２
千円

＜財団自主事業＞
・テストマーケティング支援事業（基金事業） うち ９，３３８千円
出展料が高額な全国規模の展示会において、財団がブースを
一括借上げし、県内企業の優れた自社技術等のＰＲによる新規
顧客開拓の支援を実施した。（東京・大阪：出展企業数９社）

また、これまで展示会出展に躊躇していた小規模企業のステッ
プアップ策として、福岡県で開催された「モノづくりフェア」
に出展し、自社技術等のＰＲを支援した（出展企業数７社）
２７年度に福岡市で開催された展示会に初めて出展した企業
２社が、自信を持ったことにより、大阪開催の大規模展示会に
出展したため小規模企業のステップアップが図れた。
【事業の成果】
● 平成２０年度から平成２７年度までは累計１０３件の助成を実施して
おり、内６８件については、開発製品・技術等の売上発生による事業化
の成果が見られる。
●

平成２８年度は新たに２４件の助成を実施しており、開発製品・技術
等の助成先においては、ＬＥＤ集魚灯の商品化や防炎・防水畳の商品化
が実現し、今後の販路拡大が期待される。また、見本市出展支援におい
ても、出展により商談機会が得られたことで、新規受注につながったな
どの成果が出ている。

３．「長崎県地場企業支援ファンド」活用助成事業（基金・県事業）
【事業の目的】
長崎にはない優れた技術の習得や、更なる事業拡大、新分野進出のため
の中核人材の確保、また、最新の機械設備などの投資を助成し、製造業、情
報通信業を営む県内中小企業者等を支援する。
【事業の実施状況】
○平成２８年度事業費
（うち人件費及び事務費）

６２，３０２千円
１８，２３８千円）

○平成２８年度採択の状況

事

業

名

平成２７年度

平成２８年度

実 績 値

実 績 値

採択
件数

中核人材確保事業

１件

技術等研修事業

２件

設備投資支援事業
合

計

１１件
１４件

交付決定額
２，５００
千円
３，０００
千円
３７，９６６
千円
４３，４６６
千円

申請

採択

件数

件数

３件

１件

２件

２件

１８件

１８件

２３件

２１件

交付決定額
２，５００
千円
４，８００
千円
７７，２６０
千円
８４，５６０
千円

【事業の成果】
● 平成２８年度においては、工場建設・増設７件をはじめ最新の機械
設備の導入など１８件が採択され総額１７億８千６百万円の設備投資
に対する支援を行った。
●

設備投資支援事業においては、制度開始した平成２０年度から、既
に１０３件の採択を行っており、県内中小企業の総額８７億円程度の
設備近代化に寄与している。

新 企 業 創 出 支 援 事 業
（新企業創出支援事業会計）
【事業の目的】
ベンチャー企業の継続的な創出の促進や、有望なベンチャー企業に
対する成長支援を通じ、県内創業数及び雇用の増加・拡大を図る。
【評価指標・実績】
業務指標

平成 27 年度

平成 28 年度

実績値

目標値

実績値

達成率

新規創業支援件数

29 件

24 件

37 件

154%

成長志向企業重点支援件数

－

5件

5件

100%

【事業の実施状況】
１．創業・起業促進支援事業（県事業）
○平成２８年度事業費
５５，１４２千円
（うち人件費
４１，０２８千円）
・創業準備・起業直後・有望ベンチャー企業としての成長など、
各段階に応じた各種支援事業を実施。
２．新事業展開支援事業（新規）（基金事業）
○平成２８年度事業費
３，０２０千円
・起業志向者を対象としたスタートアップラウンジの開催や特に成
長が見込める企業の新分野進出等への集中的かつ継続的な支援
を行う新事業展開集中支援事業を実施。
３．経営支援事業（県事業）
○平成２８年度事業費
２１，７３２千円
（うち人件費
１４，３２１千円）
・相談員を配置し、創業や経営等の各種相談へ対応したほか、財団
登録の専門家（中小企業診断士、税理士、弁理士等）や企業イン
ストラクター（技術や各種ノウハウを有する企業経験者）による
相談対応を実施。

施

策

項 目
（事業費）

２８年度実施内容

１．創業・起業促進支援事業
経営の基礎知識や起業に必要な知識習得を目
NAGASAKI 起業家大学
的としたセミナーを長崎市、南島原市、新上
五島町で開催
・開催コース：２コース（３講座）
（5,299 千円） ・参加者数 ：７２名
セミナー開催
（755 千円）
販路開拓セミナー
動画を活用した販路拡大及び複数の専門家
から販路拡大についてのアドバイスがもらえ
るセミナーを開催
・開催回数：７回
・参加者数：１３２名
大学等発ベンチャー及び元気ベンチャー創
ベンチャー企業
出支援事業採択企業の経営支援並びに成長が
フォローアップ
期待できるベンチャー企業に対する継続的助
（18,723 千円） 言等
・大学等発ベンチャー企業支援回数 １３回
・元気ベンチャー創出企業支援回数 ４２回
・ ベンチャー支援外部専門家委員会による
検討委員会開催数 ３回
・公認会計士訪問調査（投資先７社）１回
・その他ベンチャー企業
６７２回
２．新事業展開支援事業
起業を志す者に対してスタートアップにお
起業家マインド醸成事業 ける刺激的な情報提供と交流を行う場を提供
（1,051 千円） する「スタートアップラウンジ」を開催。
・開催回数：１７回
・参加者数：２２９名

新製品・新分野へ進出する企業に対し、外
新事業展開集中支援事業 部専門機関を活用した集中的かつ継続的な支
（1,985 千円） 援を実施。
集中支援企業社数：５社
支援内容：販路拡大（3 社）、海外進出（1 社）、
販売計画立案（1 社）
３．経営支援事業
相談窓口

創業や新分野進出等経営的な諸問題に関す
る相談窓口を長崎・佐世保に設置
（15,969 千円） ・個別相談件数：９０１件

①専門家派遣
専門家等派遣
・派遣企業数：２社（１０回）
②企業インストラクター派遣
（5,763 千円） ・派遣企業数：４９社（１５８回）
【事業の成果】
● 県内各市町と密接な協力関係を築き県内全域で創業しやすい環境
づくりに取り組んだ結果、平成２８年度の創業支援企業数は３７件
と過去最高の件数となった。
（市町別内訳：長崎市１２件、大村市・雲仙市各４件、五島市・新
上五島町各３件、佐世保市・平戸市・松浦市各２件、諫早市・西海
市・南島原市・東彼杵町・波佐見町各１件。）
これら創業支援企業に対しては、創業時だけの支援ではなく事業
を継続するために必要なフォローアップを今後も行っていく。
●

NAGASAKI 起業家大学では、長崎市、南島原市、新上五島町で２コ
ース３講座を開催し７２名が参加した。平成１２年度以降これまで
９８８名が参加し、そのうち創業及び第二創業した企業は１０８社と
なった（平成２８年度は７社）。

●

セミナー開催事業では販路開拓関係のセミナーを開催した。
動画を活用した販路開拓セミナー、ホームページ・ＳＮＳを有効
活用するためのマーケティングセミナー、複数の専門家からアドバ
イスが受けられる販路開拓マーケティングセミナーなどを長崎市、
佐世保市、平戸市、佐々町で７回開催し、延べ１３２名が参加した。

●

大学等発ベンチャー企業及び元気ベンチャー創出企業（投資先企
業）については、本年 2 月にベンチャー支援外部専門家委員会より、
県及び財団へ投資先企業に対し、今後の対応等についての『提言書』
が提出された。これを踏まえ県及び財団としては今後、投資先企業
を対象とした特別の支援を終了し、財団が保有する株式を売却のう
え他の県内地場企業と同様の支援へ移行することとした。

●

「スタートアップラウンジ」では主に県外からベンチャー企業の
社長を講師として招聘し、講演や交流会を通じて参加者の起業への
決意を固めてもらうことを目的としている。
平成２８年度は１７回開催し、延べ２２９名が参加した。このう
ちスタートアップラウンジを機に起業への意思を固めた方は７名
であった。
このうち認知症早期診断の事業化を目指す長崎大学発ベンチャ
ー計画については、当事業による支援がビジネスコンテストでの受
賞につながった。引き続き事業化への支援を行っていく。

●

新事業展開集中支援事業では、平成２８年度成長性の高い新事業
を展開する５社を選定した。支援内容としては、海外展開のための
補助金申請や海外展示会の企画のサポートを行い助成金の採択や
効果的な展示会出展につながった。新製品開発のプロセス、マネジ
メントの確認を行い、スムーズな新製品開発の開始につながった。
また、販路開拓としては大手建設機械製造企業とのマッチングを行
った。

●

専門家等派遣については、２社が利用し、企業インストラクター
派遣は４９社が利用した。
・専門家派遣では、縫製工場の生産性の向上のアドバイス、観光土
産品の企画、ブランド戦略の構築のアドバイスを行った。
・企業インストラクターの派遣では、効果的なホームページの構築、
事業計画策定支援、販売戦略やパッケージコンセプトの構築、社
内制度整備、技術課題解決等のアドバイスを行った。

【参考：H24～H28 専門家派遣実績】
年度
項目
派遣先企業数
派遣回数

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

28 年度

６社

８社

１社

５社

２社

２３回

２０回

３回

１９回

１０回

【参考：H24～H28 インストラクター派遣実績】
年度
項目
派遣先企業数
派遣回数

24 年度

25 年度

26 年度

27 年度

28 年度

５０社

４０社

４８社

５５社

４９社

１２２回

１０７回

１１８回

１４３回

１５８回

企

業 誘 致 推 進 事 業
（企業立地推進事業会計）
（賃貸工場等事業会計）

【事業の目的】
優秀な人材の豊富さや災害が少ないなどの本県が有する優位性をアピ
ールするとともに、企業の課題解決型の誘致活動を推進することにより、
県外企業の立地を促進し、雇用の拡大を図る。
【評価指標・実績】
業務指標
新しい企業・
工場の立地

※（

）内は、事業計画に基づく雇用予定人数

平成 27 年度
実績値
(369 人)
5社

【事業の実施状況】
○平成２８年度事業費

目標値

平成 28 年度
実績値

達成率

(540 人)
5社

(1,003 人)
10 社

(185.7%)
200%

（県・市事業）
（うち人件費

１，７１５，６１４千円
７４，５３０千円）

１．企業誘致特別強化対策事業
（１）企業誘致活動
① 東京・名古屋両センターにおける新規開拓活動の強化、企業誘
致顧問からの個別企業の紹介、製造業誘致に係る集中訪問、知事に
よるトップセールス等を実施した。
ア）企業誘致顧問からの個別企業の紹介
企業誘致顧問の人脈による個別企業の紹介や既立地企業や本県出
身者等からの紹介訪問を２５件実施。
また、後の企業誘致活動における参考とするため、中部地区にお
ける企業誘致顧問会議を開催。
イ）製造業誘致に係る集中訪問
〇関東地区集中訪問：関東地区に本社を置く医療器械、産業機械、
航空機関連企業のうち売上２０億円以上の企業訪問を実施

【結果】訪問件数２０３社（８名、１２日間）
→継続訪問対象企業３社、うち１社は長崎視察まで誘導
〇中部地区集中訪問：本年度団体による視察来崎企業への御礼訪
問を兼ねた集中訪問を実施
【結果】訪問件数８３社（６名、２３日間）
→立地有望企業１社発掘
ウ）知事によるトップセールス
優良企業や企業誘致顧問に対する知事のトップセールスを今年
度は８回実施。
②

各種工業会等業界団体やシェアード企業の経営者会による県内視
察誘致並びに個別企業の本県視察誘導を強化し、企業誘致における
本県の優位性（人材確保、ＢＣＰ対策等）を積極的にＰＲする機会
を拡大した。
※シェアード企業の経営者会による県内視察誘致
オフィス系企業の誘致に資するため、シェアード企業の経営者会
参加企業３２社による長崎・佐世保市内への現地視察を誘致。
（シェアードとは、グループ企業における間接業務を１箇所に集約
し、コスト削減や効率化を図る取組み）

③

長崎金融バックオフィスセンター構想（Ｈ２７年度～Ｈ３１の間
に２，０００人を越える雇用創出）の実現と併せて、大きな雇用に
つながるコールセンター、データセンター、ＢＰＯセンターなど、
規模の大きなオフィス系企業の誘致を強化するため、きめ細かな提
案や立地実現へ向けた徹底的なフォロー活動を展開した。
また、オフィス系企業の立地に対応可能な物件が不足している状
況を受け、民間資本による投資を誘引するための事業として、県及
び長崎市からの要請に基づきオフィスビル建設に着手した。
（平成２９年度内竣工予定）

④

誘致企業のフォローアップ
既立地企業の立地満足度向上と拠点の維持・拡大に向け、通常の
アフターフォロー訪問に加え、人材確保のための各種施策やＵＩタ

ーン希望者への情報発信を強化した。
特に、今年度初の取り組みとして、福岡で開催された民間主催の
転職フェアに財団ブースを出展し、オフィス系・製造業系の既立地
企業のＵＩターン採用に関するＰＲ活動を実施した。
※転職フェア（DODA 転職フェア）への出展
○開催日 平成２８年１１月２５日（金）１４時～２１時
○会 場 アクロス福岡
○紹介企業数 １９社（オフィス系１１社、製造業８社）
○紹介者数 ９０名（オフィス系６７名、製造業２３名）
≪年齢別 20 代⇒20％ 30 代⇒45％ 40 代⇒20％ 50 代⇒15％≫
⑤

営業担当職員の能力強化
ＯＪＴ、応酬話法研修、毎週の朝会におけるケース検討会や情
報交換、プレゼンテーション研修などの実施による職員個々の能
力向上を図った。

⑥

関係機関との連携強化
企業ニーズにより迅速かつ柔軟に対応できるよう、県関係部署、
市町、教育機関、労働局等、関係機関との緊密な情報交換及び協力
態勢の強化を行った。

（２）事業の成果
①

延べ４，３６８社を訪問、立地１０社、雇用計画人数１，００３
人を達成した。（詳細は別表のとおり）

②

立地決定へ向けた有効なアプローチ策として、本県内工業団地や
オフィス物件等への企業視察の誘致を強化した結果、製造業系企
業で１４社・２３回、オフィス系企業で７社・１２回の現地視察
を実現。

③

平成１８年度から実施している市町職員研修は１１年が経過し、
これまでに２５名が研修を修了。各自治体に戻り、当財団と連携
しながらの誘致活動の実施や、市町独自での継続的な企業訪問や
トップセールスを実施するなど一定の成果が出ている。

〔別表〕

平成 28 年度企業誘致実績
（単位：人）
会 社 名
（本社所在地）→進出都市

立地
協定
4月1日

1

4月1日

2

6月1日

3

7月1日

4

7月20日

5

7月28日

6

9月29日

7

10月6日

8

11月7日

9

3月30日

10

㈱クリティックミッションジャパン
（神奈川県横浜市）→長崎市
㈱レオパレス２１
（東京都中野区）→壱岐市
㈱旭工業
（愛知県豊田市）→雲仙市
トランスコスモス㈱
（東京都江東区）→長崎市
富双テック㈱
（大阪府箕面市）→佐世保市
プロセブン㈱
（大阪府大阪市）→大村市
智洋水産㈱
（佐賀県伊万里市）→松浦市
オリックス生命保険㈱
（東京都港区）→長崎市

雇用
計画数

事 業 概 要
携帯電話の無線通信に関する設計・検証
データセンターの監視運用及び保守業務

70

顧客からの問合わせ窓口コールセンター

32

自動車内装品シートカバーの縫製・製造（トヨ
タ系）

100

BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）事業
に関する事務業務

200

自動車用シートカバーの加工及び縫製（双葉
産業関連会社）

20

防振・耐震素材の開発・製造及び販売

16

冷凍水産物製造（アジ、サバ、イカなどの凍結
加工） ※第2工場の増設

10

コールセンター、保険金支払い
契約保全、新契約引き受け業務等

385

㈱ハウコム

コールセンター
（神奈川県川崎市）→佐世保市 企業向けＩＴサポートのヘルプデスク業務
㈱山下金型
（静岡県袋井市）→西海市

精密金型の設計開発

150
20

合計

1,003

研

究 開 発 支 援 事 業
（研究開発支援事業会計）
（海洋技術振興事業会計）

【事業の目的】
企業目線に沿った研究開発支援の土台づくりのため、研究開発にかかる
相談への対応強化や産学官連携による新技術・新製品の開発支援により、
県内企業の優れた技術力をもとに次代を担う新事業の創出を図る。
【評価指標・実績】
業務指標
（１）技術開発支援事業
① ものづくり基盤技術発展
支援事業（11,588千円）

平成２８年度
目標値

実績値

４３３件
※相談受付企業数は
１４１社
２件
産学官共同研究の
※Ｈ２９サポイン
新規組成：２件
申請を準備中。
１件
新規引受案件：１件 ※事業継続の国の評価
結果を得た
技術相談対応：
１００件

② 産学官金連携・地域イノ
ベーション創出支援事業
（15,180千円）
③ 戦略的基盤技術高度化支
援事業（サポイン事業）
（27,427千円）
④ 元気なものづくり企業ス 技術高度化支援によ
１１件
テップアップ支援事業
る県外企業からの受 ※受注額計上合計は
（15,601千円）
注額計上：１０件
約３億円
⑤ 新エネルギー産業等プロ
・国計画認定取得：
ジェクト促進事業
２件
（19,108千円）
⑥ ナガサキ型超小型モビリ
県内企業の国補助金
ティ研究開発プロジェク
の上乗せ補助：１件
ト推進事業補助金
（２）海洋技術振興事業（佐世保事業所）
海洋技術振興事業
海洋技術開発案件の
（14,378千円）
採択・実施：２件

・国計画認定取得
：５件（うち補助金
獲得１件を含む）
該当企業がなく
実施なし

採択・実施：２件

（１）技術開発支援事業
① ものづくり基盤技術発展支援事業（基金事業）
【事業の実施状況】
○平成２８年度事業費
１１，５８８千円
（うち人件費
９，８６８千円）
・技術相談・事業化推進室を新設し、民間企業の研究開発経験者
を新たに配置し、県内企業からの相談対応を実施
・国等の各種施策情報の提供や大学・公設試とのマッチング支援
を行った
【事業の成果】
・相談窓口の一本化を実施。公設試との密接な連携支援につなが
った。（例：県工業技術センターの３Ｄプリンタ活用など）

② 産学官金連携・地域イノベーション創出支援事業（県事業）
【事業の実施状況】
○平成２８年度事業費
１５，１８０千円）
（うち人件費 １１，６８７千円）
・事業化支援アドバイザーを２名配置し、県内企業の研究開発を
推進するため産学官による共同研究の構築支援や技術相談・事
業化支援を実施したほか、以下の個別事業を実施。
ア） 産学官技術交流フェアの開催
県外の共同研究による成功事例紹介を中心に講演内容を
構成。またポスターセッション及び情報交換会を実施。
イ） 産学官金連携サロンの実施
県内２箇所（長崎市、佐世保市）で開催。県内企業の開発
事例や大学等の研究シーズを紹介。併せて産業支援機関によ
る情報交換のための会議を実施。
ウ） 経済産業省の戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事
業）の新規案件の申請支援及び継続案件の支援
エ） 大学・公設試等の研究者情報を収集しデータベースを整備
オ） 知的財産流通事業化支援事業への協力

【事業の成果】
・県内企業の研究開発案件について財団コーディネータが継続的
にサポートし、国関係機関の協力を得て課題解決のための勉強
会を続けたことにより、経済産業省のサポイン事業の新規案件
の構築につながった。現在２件を申請準備中。
・このほか県内企業の研究開発案件を精力的に情報収集し、国等
の競争的資金の応募申請２件につなげた。
・リバースエンジニアリング技術に関する勉強会を開催。これに
関する開発課題について企業間マッチングを図り、公設試の協
力も得られたことから共同製品開発につながった。
・県内大学・公設試等の研究者リスト（４０６名）を整備し、県
内企業の開発案件の相談対応において活用した。
・県内の各産業支援機関の協力を得て国補正予算に関する施策情
報のタイムリーな情報提供や知的財産権の重要性周知への協力
など関係機関の連携体制の強化に貢献した。
③ 戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）（国補助事業）
【事業の実施状況】
○平成２８年度事業費
２７，４２７千円）
（うち人件費
０千円）
・事業管理機関の引き受けを１件開始。
・進捗管理や事務処理支援を実施。
【事業の成果】
・財団が事務処理を担当することで、研究者が開発に専念するこ
とができ、県内企業や大学の負担軽減に貢献。
・共同研究における円滑な事業実施に貢献し、国への成果報告ヒ
アリングにおいても一定の評価結果を得た。
④ 元気なものづくり企業ステップアップ支援事業（県事業）
【事業の実施状況】
○平成２８年度事業費
１５，６０１千円）
（うち人件費 １１，３７２千円）
・技術高度化支援コーディネータを２名配置

・県内中小製造業が保有する優れた技術について県外大手企業等
に精力的に技術営業展開し、受注獲得支援を実施した。
ア） 企業訪問・対応回数：２８３回（目標値：２００回）
イ） 県内企業の課題解決のためのステップアップ支援
： ６７件（目標値：３５件）
【事業の成果】
・県外企業からの受注獲得は目標値１０件に対して１１件を達成。
・受注金額は約３億円に達した。開発製品や技術提供に関する案
件であるため、今後の受注拡大が期待される。
・コーディネータによる精力的な情報収集活動により得られた開
発情報は、県内企業の新たな取組につながることも多く、国等
の競争的資金の獲得や計画認定など幅広く支援を展開した。
・このほか県外大手企業のオープンイノベーションへのエントリ
ー支援を実施。新たな手法による受注獲得支援を開始した。
⑤ 新エネルギー産業等プロジェクト促進事業（県事業）
【事業の実施状況】
○平成２８年度事業費
１９，１０８千円
（うち人件費
１０，７３７千円）
・事業化支援のためのマネージャーを２名配置し、環境・新エネ
ルギー分野及びＥＶ分野に関する県内企業の参入支援、ビジネ
ス連携支援等を実施したほか、以下の個別事業を実施。
ア） 環境・新エネルギー分野の製品開発支援
国等の競争的資金獲得、計画認定策定や事業化のためのマ
ッチングなどを支援
イ） 展示会出展支援
都市部における大規模展示会に県内企業と共同出展し、本
県企業の開発製品を全国に向けて情報発信（年１回）
ウ） 環境カタログの作成
環境分野における県内企業の開発製品を紹介するカタロ
グを作成し、情報発信ツールとして整備
（日本語版３，０００部、英語版５００部）
エ） ＥＶ分野の事業化支援

県外の先進的取組を行う企業２社を招へい
研究会を開催し連携構築を支援
オ） 長崎環境・エネルギー産業ネットワーク事務局運営支援
カ） 県内企業と大学・工業高校等が実施する小型電動モビリティ
コンテスト「スマコマながさき」の運営支援
【事業の成果】
・環境・新エネルギー分野における製品開発支援により、国の計
画認定５件、競争的資金の獲得１件を達成。
・事業化のためのマッチング支援として７社を支援し、農商工連
携など異業種間の連携体４件の構築をコーディネートした。
・Ｋ－ＲＩＰ「エコ塾」事業を共同開催し、講演会や現地視察会
を通じて県内企業の取組を九州広域に向けて情報発信。
⑥ ナガサキ型超小型モビリティ研究開発プロジェクト推進事業補助
金（県事業）
【事業の実施状況】
○平成２８年度事業費
０千円
（うち人件費
０千円）
・本事業は、超小型モビリティの開発や製品化をテーマに国等の
競争的資金に対する県内企業の申請を後押しするため、企業の
自己負担の１／２を上乗せ補助する事業
（当初予算：４，３００千円）
・県内企業の開発案件２件についてコーディネート支援を実施し
たが、申請に至らず実施なし。
（２）海洋技術振興事業（基金事業）
【事業の実施状況】
○平成２８年度事業費
１４，３７８千円
（うち人件費
３，３３２千円）
・海洋県長崎の特質を活かした水産・海洋関連の研究開発の支援
事業であり、平成５年度から継続実施しており、事業終了した
案件についてもフォローアップを行っている。
・平成２８年度は以下の個別事業について実施。

① 県内企業による事業可能性調査や研究開発の支援
② 前年度の研究委託事業の２つの研究テーマについて成果報告
会を実施（来場者数：６５名）
平成２８年度 海洋技術開発研究委託事業 採択企業一覧
テーマ名
企業名
事業費
流体テクノ㈱
船舶の省エネ装置「省エネ舵」の開
4,000 千円
発
宮本電機㈱
海洋環境対応型水中ロボットの研究
3,500 千円
開発
合

計

7,500千円

【事業の成果】
・研究開発委託事業で製品化を達成した案件については、県内企
業の新たな事業の柱に成長したものもあり、技術改良など企業
の要望に応じて継続して支援を行っている。

情 報 化 推 進 事 業
（情報化推進事業会計）
【事業の目的】
ＩＴ活用による中小企業の生産性向上や経営力強化を図るため、窓口相
談から生産管理、受注管理等、企業ニーズに合った支援を行う。
中小企業の経営を支援するため、財団、国、県、関係団体からの支援施
策情報を迅速かつ的確に提供する。
効率的な中小企業支援活動ができるよう、 財団の基幹システム環境
の最適化を推進するとともに、情報流出防止等セキュリティ対策を実
施する。

【評価指標・実績】
Ｈ２７年度

Ｈ２８年度

業務指標
実績値

目標値

実績値

達成率％

企業の情報化支援

４社

３社

３社

１００．０

企業の HP 作成支援

４社

５社

５社

１００．０

セキュリティ講座開催

１２回

１０回

７回

７０．０

５１８回

４３０回

５１２回

１１９．６

４７回

４８回

４６回

９５．８

財団 HP「よかネット長崎」
による情報発信
財団メルマガ発信

【事業の実施状況】
○平成２８年度事業費

（県・基金事業）３３，０７８千円
（うち人件費
２４，０３５千円）

施策項目

平成 ２８ 年 度 実 施 内 容

情報化相談

・ 県内企業から寄せられたＥメール、電話、面談による
情報化相談への対応
・ 県内企業の HP 受注システム、受注管理、工程管
理、ネットワーク環境構築に関する支援 （３件）
・ 自社 HP を持たない企業に対し、作成・運営講習を実
施し、営業ツールとしての活用を支援 （５件）
・ 県内企業における情報流出事故防止啓発のため、
セキュリティ講座を実施 （７回）

「よかネット長崎」による
スピーディな情報発信

・ 最新の支援施策情報をホームページ上で日々提供
・ 週刊メールマガジンにより、新規掲載情報を案内
・セキュリティ対策の強化
ファイヤーウォールの仕様、性能の分析を行い最適な
機器を選定し更改した。

財団内システム化の保守

・基幹システムの改善と維持管理
内部で複数の仮想化サーバーが動作しているサーバ
ーの更改計画を行い平成２９年度の更改実施とした。

【事業の成果】
●

バーコード入力デバイスを使った工程管理システムの導入、給与計算シス
テムの運用支援、ネットワーク環境改善等の情報化を実施し企業の業務効
率向上に貢献

●

「ホームページ作成支援」を５社に実施。「ホームページを見てから」という
問い合わせがあるなど、商談のきっかけとなった

●

「セキュリティ講座」を７社に実施。受講した企業からは、実演を取り入れた
内容が好評で、社員の意識改革と向上につながったとの評価を得た

金 融 支 援 事 業
（金融支援事業会計）
【事業の実施状況】
施策項目

平成２８年度 実施内容
① 事故発生を未然に防止するため、企業巡回体制を強化
・未収債権先（要注意以下）を徹底訪問
訪問数 １５先、延べ３９回訪問

債権管理

② 未償還企業及び連帯保証人に対する訪問督促を継続実施
※ 延滞先の回収状況
３３件 ７７，３００千円
（内 訳）未収債権先
２３件 ７５，５６８千円
内 未収先
１６件
３，７０３千円
償却先
７件 ７１，８６５千円
償却債権先
１０件
１，７３２千円
〔平成２８年度末貸出債権〕 ３３件 １７４，３４９千円
（内 訳）正常先
１０件
２９，３１９千円
要注意先
２件
１４，９２５千円
要管理先
２件
２８，０４１千円
破綻懸念先
１３件
８０，８６１千円
破綻先
６件
２１，２０３千円

【事業の成果等】
● 債権管理について、企業･保証人への督促を強化し、５,４３５千円
を回収した（償却先を除く）。平成２９年度も引き続き、督促強化を
行うとともに継続管理を行い、回収に努める。
また、正常先についても巡回を行い、事故発生の未然防止に努める。

財 団 の 経 営 基 盤 強 化
（ 法人会計等 ）
１．取組方針
事業収入の相当部分を占める県の財政が厳しくなる中、公益財団法人とし
て更なる自立を目指した経営を進めるとともに、財団の実施事業や成果を積
極的かわかりやすく発信する取組をさらに強化する。
２．実施状況
（１）職員の専門性と資質の向上に向けた人材育成の推進
取引マッチング部門において、中核職員の持つ専門知識・経験等を若手
職員に伝え学ばせる後継職員の育成を図るとともに、新事業創出支援部門
では、インキュベーションマネージャーの実務研修等に派遣し、職員の専
門性向上に取り組んだ。
（２）財務体質の強化等
① 賛助会費の確保
賛助会員に対する財団活動の周知により、会費収入の確保に努め、
１０，２７０千円（前年度比１９０千円減）の収入を確保した。
②

出捐金の確保
公益財団法人への移行に伴い、さらなる財務体質の強化を図るため、
県内企業に対して財団の活動への理解と協力を求め、新たに４企業から
２，６００千円の出捐金を確保した。

③

新基金の創設
平成２７年度末をもって、国庫補助金を財源とする５つの基金事業が
終了したが、多様化する企業ニーズへの対応や、将来的な財団機能を強
化するため、廃止した基金の一部と新規の出捐金を財源とした長崎県企
業活性化基金を新たに創設し、新たな支援事業を実施した。

（３）産業振興支援多目的ホール（出島交流会館１１階）の施設管理
当財団が入居している出島交流会館１１階ホール（県所有の会議室）に
ついて、県より管理業務を受託し、県庁各課への貸出や施設の維持・管理
を行った。（年間利用件数 ２２６件）

（４）情報公開・広報活動の推進
財団の事業活動やその成果について、サービス提供の対象である中小企
業者等へのさらなる周知拡大に努めた。
・財団広報誌「広報サンテックス」のリニューアル 年４回発行
（財団制度を活用した企業事例の紹介）
・県内各地に出向いての制度説明会の実施
・マスメディアへの積極的な情報発信による財団事業の広報活動
（２３事業を新聞・テレビ等で取り上げ（前年度比 ７件増））

○理事会及び評議員会の開催状況
〔理事会〕
（１）第１回理事会（書面決議）
・日 時 ： 平成２８年５月９日（月）
・議 事 ： 第１号議案
業務執行理事の選定について
（２）第２回理事会
・日 時 ： 平成２８年６月９日（木）
・場 所 ： 出島交流会館 産業振興支援多目的ホール
・議 事 ： 第１号議案
平成２７年度事業報告について
第２号議案
平成２７年度決算について
第３号議案
平成２７年度第２回定時評議員会の招集に
ついて
（３）第３回理事会
・日 時 ： 平成２９年３月２２日（水）
・場 所 ： 出島交流会館 産業振興支援多目的ホール
・議 時 ： 第１号議案
一般有料駐車場運営事業の実施について
第２号議案
平成２９年度 事業計画について
第３号議案
平成２９年度 収支予算について
第４号議案
平成２９年度における借入金の最高限度額
について
第５号議案
（公財）長崎県産業振興財団 平成２８年度
第６回定時評議員会の招集について

〔評議員会〕
（１）第１回評議員会（書面決議）
・日 時 ： 平成２８年４月１日（金）
・議 事 ： 第１号議案
理事の選任について
（２）第２回評議員会
・日 時 ： 平成２８年６月２８日（火）
・場 所 ： 出島交流会館 産業振興支援多目的ホール
・議 事 ： 第１号議案
平成２７年度 事業報告について
第２号議案
平成２７年度 決算について
（３）第３回評議員会（書面決議）
・日 時 ： 平成２８年７月２６日（火）
・議 事 ： 第１号議案
理事の選任について
（４）第４回評議員会（書面決議）
・日 時 ： 平成２８年８月２２日（月）
・議 事 ： 第１号議案
理事の選任について
（５）第５回評議員会（書面決議）
・日 時 ： 平成２９年１月１９日（木）
・議 事 ： 第１号議案
理事の選任について
（６）第６回評議員会
・日 時 ： 平成２９年３月２９日（水）
・場 所 ： 出島交流会館 産業振興支援多目的ホール
・議 事 ： 第１号議案
評議員の選任について
第２号議案
理事の選任について
第３号議案
平成２９年度常勤役員の報酬について

