平成 30 年度 事業報告書

公益財団法人 長崎県産業振興財団

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）
（地域未来ファンド事業会計）
（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３０年度

平成２９年度

業務指標
成約後年間取引額
新規成約件数

実 績 値

目標値

実績値

705,340 千円

600,000 千円

653,042 千円

86 件

新規初回成約額

平成３０年度

368,420 千円

新規取引成約の内訳

―
―

達成率

104 件

―

268,864 千円

新規成約件数

108.8％

―

新規初回
成約金額

県内企業同士の取引マッチング成約

１９件

9,357 千円

県外企業との取引マッチング成約

８５件

259,507 千円

１０４件

268,864 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、取引成約後の受発注企業の訪問などフォ
ローアップ活動を強化し取引の継続化を図っている。
平成２２年度に新規成約件数が１０４件であったが、以後減少し８０件
程度で推移していたものが、８年ぶりに１０４件と増加したのは、県内企
業間の仕事量減少のため財団の取引マッチングへの期待と、新成長ものづ
くり事業での成約増加が要因と考えられる。

【事業の実施状況】
○平成３０年度事業費
（ビジネスマッチングにかかる人件費
施策項目

６７，１７３千円
４７，２３９千円）

平成３０年度実施内容
①

財団職員による発注企業訪問
延べ１７８社
（うち、県内発注企業延べ７社）

下請企業振興事業

②

財団職員による県内企業訪問
延べ１,５０７社

（受発注情報等収集提供事業）

（3,284 千円） ③

長崎県登録企業名簿：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

総面談数１４４面談

（県外企業２０社招聘、県内企業４１社参加）
・２月 長崎市

総面談数１６９面談

（県外企業２４社招聘、県内企業５３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
場視察を行い新規取引商談を実施した。
地場企業取引拡大支援事業
（5,719 千円）

（県外企業２１社招聘し県内企業６０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
的な取引機会の創出を図った。
・１１月 名古屋市（九州７県合同）
（発注企業５７社、県内企業１５社参加）
・２月 久留米市（福岡・佐賀・長崎３県合同）
（発注企業３１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２７社に対し、地場企業１３
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（１７８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表
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 ２９件

初回成約金額

161,120 千円

② スポット商談会 （成約は過去開催分含む）
新規成約 １９件
③

初回成約金額

16,566 千円

県外での広域商談会

新規成約

１件

初回成約金額

2,000 千円

④ 発注企業への同行訪問
新規成約

２件

初回成約金額

160 千円

⑤ 発注企業への発注開拓訪問での通常あっせん
新規成約 ３８件

初回成約金額

71,898 千円

⑥ 大規模展示会出展による取引成約
（成約は過去開催分含む）

新規成約 １５件

初回成約金額

合計

合計

１０４件

17,120 千円
268,864 千円

ＩＳＯ9001/14001 認証維持のための内部監査員の
養成研修会を、長崎市・佐世保市・諫早市にて延べ４回
ＩＳＯ認証取得支援事業
（2,196 千円）

開催した。（県内企業延べ２３社､６６名が参加）
・ISO9001

長崎・佐世保・諫早で開催
16 社 41 名が参加

・ISO14001

長崎で開催

7 社 25 名が参加

平成３０年度に県が認定した当該事業５グループの
うち「造船・プラント分野」２グループ構成６社を中心
新成長ものづくり産業

に、営業面・設備投資面・技術向上面等の支援を実施し

生産性向上・拡大支援事業

た。
・各種支援実績

（6,904 千円） ・取引成約件数

延べ１３６件
４８件

初回成約額 122,504 千円

（上記の取引成約の内訳表と重複する部分あり）

【事業の成果】
●

当財団が発足した平成１３年から１８年間での各種取引あっせん事
業を通じての新規成約件数は、１,３３７件、初回取引額のみの累計額
は３９億７３百万円となっている。
これら新規成約後の５～６割程度は取引を継続していると思われ、取
引あっせんの効果として、新規取引を始めた県外企業が主要取引先と
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。

●

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３２回の開催で、県外企業延べ６８３社・県内企業延べ１,５１１社
が参加し、個別商談による３５４件の新規取引が成約し、初回取引額
の累計は１３億１６百万円にのぼっている。

●

中小企業後継者育成事業（基金事業）
近年事業を継承した若手経営者や次期社長候補者（３０～４０代）
を対象とした経営マネジメント・財務分析・経営戦略など経営者とし
て必要な知識を習得する研修会を２日間に渡り開催し、１１名が修了
し、経営感覚・理論等を身につける一助としていただいた。

●

県内中小製造業の人材不足解消のため、３０年度も佐世保高等技術
専門校において、１６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・塗装科の訓練生から、５社が計６名
を採用することができた。
これまで、同専門校では延べ５８社が会社説明会に参加し２３名
を採用している。
同専門校に対する地場中小企業の認知度は向上していると思われる
ため、引き続き開催を予定している。

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３０年度は助成事業の最終年度であったため、新規公募は行わず、
過年度採択した案件の進捗管理、助成金交付に関する業務を実施した。
○平成３０年度事業費

２０１，６０１千円
（うち事務費 ６４９千円）

○平成３０年度助成金交付の状況
平成３０年度
事

業

名

事業化等調査事業

交付件数

実績値
助成金交付額

1件

１，６２５千円

技術応用開発支援事業

１２件

３２，００４千円

商品化研究・開発支援事業

１６件

９７，１１０千円

見本市出展支援事業

２４件

４０，０８９千円

８件

１１，１２２千円

６１件

１８１，９５０千円

認証取得支援事業
合

計

【事業の成果】
● 平成２０年度から平成２９年度までの累計１５３件の助成のうち９３
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
れた。
●

平成３０年度は新たに６１件の助成を実施しており、開発製品・技術
等の助成により成果報告があった主なものとして、以下のような案件が
ある。
①「介護施設向け見守りアシストシステム」の開発
人感センサーやウェブカメラなど IoT を活用し、実証実験等を実
施。特許申請により商品化に向けた整備を行った。
②「高性能繊維ろ過装置」の大型ユニットを開発
民間工場の排水処理設備や排水リサイクル設備等で使用する濁質除
去装置を開発し商品化を達成。販売に向けて営業活動を開始した。
③「SiC パワー素子を活用した絶縁型 DC/DC コンバータの開発」
これまで DC200V～1000V の広範囲な入力条件では、２コンバータ
方式での製品開発であったが、本研究にて１コンバータ方式を開発
することで、大幅な小型化を実現することができた。

④バイオマス原料を５０％以上配合した耐震マットの開発
地球環境保護の観点からポリウレタン製に替わり、バイオマス由
来原料を使った耐震マットの開発を行い、粘着力試験やラボスケー
ルでの試作を行った結果、バイオマス度５１．９％の耐震マットの
試作に成功した。
⑤廃石膏の効率的焼成と高付加価値化の検討
廃石膏の水和状態に着目し、無水または半水の状態でリサイクル
する試験研究を実施。この結果、無水石膏が３５％程度の燃料費の
改善が見込めることがわかった。更なる燃費改善が必要であるが、
事業化に向けて大きく前進した。
＜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 １９，００２千円
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。
今回は初めて愛知県での出展を実施し活況が続く中京地区でのＰＲ
の機会を提供した。
また、福岡県で開催された「モノづくりフェア」でも商談が成立して
おり、出展を希望する企業が増えている。
開催月

開催場所

展示会名称

出展社数

H30 年 ６月

東京都

第 22 回機械要素技術展

５社

H30 年 10 月

大阪府

第 21 回関西機械要素技術展

４社

成約 ３件

4,829 千円

H30 年 10 月

福岡県

モノづくりフェア 2018

７社

成約 ７件

3,847 千円

H30 年 10 月

滋賀県

５社

成約 １件

16 千円

H30 年 11 月

愛知県

H31 年 ２月

東京都

856 千円

びわ湖環境ビジネスメッセ
2018

成約件数

ナゴヤメッセ 2018

３社

第 23 回機械要素技術展

６社

成約 ３件

第 1 回航空・宇宙機器開発展

４社

成約 ３件 14,500 千円

３４社

成約 17 件 24,048 千円

合

計

※ 成約は３０年度開催分のみ

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３０年度は助成事業の最終年度であったため、１回の公募を行い、
設備投資支援事業で採択２社が事業を実施した。この他、過年度採択し
た案件の進捗管理、助成金交付に関する業務を実施した。
○平成３０年度事業費
（うち人件費及び事務費）

７７，１７４千円
１６，７２４千円）

○平成３０年度助成金交付の状況
(金額 単位:千円)
平成３０年度
事

業

名

中核人材確保事業
技術等研修事業
設備投資支援事業
合

計

交付件数

実 績 値

助成金交付額

－

－

２件

１，０９９

１８件

５９，３５１

２０件

６０，４５０

【事業の成果】
● 設備投資支援事業においては、制度開始した平成２０年度からこれま
で、工場新設・増設や最新の機械設備の導入など１１２件の案件に対し
て、助成金額約３億８千万円の支援を行っており、地場企業の設備近代
化による企業力向上に寄与している。

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】
相談・助言、セミナー開催等により、創業・起業を支援するととも
に、成長を目指し、新事業展開を図る企業を支援する。
【評価指標・実績】
業務指標
成長志向企業重点支援件数

平成 29 年度

平成 30 年度

実績値

目標値

実績値

達成率

7件

7件

7件

100.0%

【事業の実施状況】
１．創業・起業支援事業（県事業）
○平成３０年度事業費
４７，１１７千円
（うち人件費
３０，４２１千円）
・起業の準備から事業の立ち上げ、発展まで各段階に応じた各種支
援事業を実施。
・起業を志す方への情報提供と交流の場を提供するスタートアップ
ラウンジや事業計画書の作成指導などを行う NAGASAKI 起業家大
学を開催。
・財団職員による創業や経営等の各種相談へ対応したほか、財団登
録の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）や専門家（中小企業診断士、税理士、弁理士等）による相
談対応を実施。
２．新事業展開支援事業（県事業、一部基金）
○平成３０年度事業費
７，８５１千円
・新製品の開発や新分野進出を図る企業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．スタートアップ集積支援事業（県事業）
○平成３０年度事業費
８，３０７千円
・スタートアップ交流拠点施設の開設準備と立地可能性のあるスタ
ートアップ企業の調査を実施。

施

策

項 目
（事業費）

３０年度実施内容

１．創業・起業支援事業
起業家マインド醸成
事業
（5,633 千円）

起業を志す者に対してスタートアップにお
ける効果的な情報提供と交流を行う場を提供
する「スタートアップラウンジ」の開催等
・開催回数：
９回
・参加者数：２５７人

経営の基礎知識や起業に必要な知識習得を
NAGASAKI 起業家大学
目的としたセミナー等を長崎市、佐世保市、福
（4,999 千円） 岡市で開催
・視察体験ツアー
・前期
・後期

参加者
参加者
参加者
合計

２０人
３４人
１８人
７２人

大学等発ベンチャー創出事業及び元気ベン
支援先企業等フォロー チャー創出事業の採択企業に関すること並び
アップ事業
に起業や経営の諸問題に関する相談対応
（12,633 千円）
・投資先の株式売却 1 社
（29 年度売却済み 7 社を含め売却完了）
・相談対応件数

専門家等派遣事業

２８５件

①専門家派遣
・派遣企業数：２社（１０回）

（2,029 千円） ②企業インストラクター派遣
・派遣企業数：１９社（５８回）

２．新事業展開集中支援事業
新分野へ進出する企業に対し、専任の職員
新事業展開集中支援
が集中的かつ継続的な支援を実施。
事業
・集中支援企業社数：７社
（7,851 千円） ・支援内容：販路拡大 5 社、海外展開 1 社、
製品開発 1 社
３．スタートアップ集積支援事業
将来的に本県への立地可能性があるスター
ターゲット企業誘致業 トアップ企業を調査するためアンケートの実
務委託事業
施、企業の絞込み、面談などを行った。
（5,886 千円）
・アンケート １０３社
・面談 ７社
出島交流会館２階に開設したスタートアッ
スタートアップ交流拠 プ交流拠点施設「CO-DEJIMA」の開設準備を実
点整備事業
施した。
（2,421 千円）
・平成３１年３月２６日オープン

【事業の成果】
●
起業支援専門のマネージャーを配置し、起業者の様々な課題に
対しての相談対応や NAGASAKI 起業家大学における事業計画の作成
方法の指導など伴走型の支援を行った。
●

「スタートアップラウンジ」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、毎回２０～３０名程度が参加し、
講師の実体験に基づく講演と交流会を実施している。

●

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、平成 29 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する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は、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の売却手続きを進
めてきたが、30 年度で売却を完了した。
●

新事業展開集中支援事業では、成長が見込める新事業を展開する
７社を選定した。支援内容としては、海外展開でのＯＤＡ事業の活
用支援や首都圏での販売強化のための展示商談会への出展支援、製
品のデザイン面での支援などを行った。

●

専門家等派遣では、経営戦略の策定支援や国際認証資格の取得支
援、中堅幹部の育成支援など企業の様々な課題解決に対応した。

●

スタートアップ交流拠点「CO-DEJIMA」は、起業を考えている者や
スタートアップ企業、大学、ベンチャーキャピタルや金融機関など
様々な人が交流しアイデアや技術を高めあうことで、新たなサービ
スやビジネスモデルを実現する拠点を目指して開設した。
設備としては、セミナーやワークショップ、ミーティングを行え
るスペース、起業を考えている者・スタートアップ企業向けの専用
ブースを備えている。

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地震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２９年度
実績値
(447 人)
9社

目標値
(540 人)
5社

平成３０年度
実績値
達成率
(950 人)
(176.0%)
9社
180.0%

【事業の実施状況】
○平成３０年度事業費 （県・市事業）
１４７，５２５千円
（うち人件費 ７９，０６３千円）
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、企業誘致顧問等から
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
などを実施した。
ア）企業誘致顧問等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、本県出身者等
からの紹介訪問を６６件実施。
また、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
○関東周辺（福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都多摩地区、神奈川県）
の製造業への集中訪問（７月下旬～８月上旬）を県内各市町と合同（財団
２１名、市町２０名）で実施。

【結果】訪問件数５３２社（４１名、１０日間）
→ 継続訪問対象企業２１社
○佐賀県、福岡県の製造業への集中訪問（１月中下旬）
県北部（松浦、平戸、西海）の工業団地への誘致案件の開拓を目指し、九
州北西部の製造業の本社、工場、事業所を訪問。
【結果】訪問件数７２社（７名、６日間）
→ 継続訪問対象企業５社
ウ）知事によるトップセールス
誘致対象の優良企業に対する知事のトップセールスを４回実施
② 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する機会を拡充した。
③ 大きな雇用に繋がるコールセンター、事務センター、ＢＰＯセンターなどの、
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結果、オフィス系企業６社、雇用
計画人数７３４名の企業誘致を実現した。
④ クレインハーバー長崎ビルへの誘致状況
オフィス系企業の誘致の受け皿として、県市からの要請に基づき当財団が整
備したクレインハーバー長崎ビル（平成２９年１２月竣工）については、平成
３０年１月に１社目として損害保険会社が入居して以降、平成３０年度も金融
系、ＢＰＯ、ＩＴ系企業などをターゲットに積極的な提案活動を行った結果、
新たに生命保険会社１社、ＢＰＯ１社の入居が決定し、６０％の入居率となっ
た。更に、ＩＴ企業１社の入居も決定した。
⑤ 国境離島新法施行に関連した誘致活動
平成２９年度に施行された国境離島新法に関連し、東京企業誘致センターの専
任職員を中心に、企業の視察誘導に積極的に取り組むなど、離島への誘致活動
に注力した。
・視察件数 ５社６件（五島市、壱岐市）
⑥ 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、通常のフォロー
アップ訪問に加え、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。
※東京都や福岡市において、本県が出展した民間主催の転職フェアに財団
も参加
・開催回数
５回（東京１回、福岡４回）
・紹介企業数 延べ１２０社
・県ブースへの来場者数 延べ２２０人
⑦ 誘致担当職員の能力強化のため、前述の集中訪問によるＯＪＴ研修、毎週
の定例朝会における個別ケース検討会や情報交換、プレゼンテーション研修な
どを実施した。
⑧ 企業ニーズに対し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、金融機関等の関係機関との緊密な情報交換と協力体制の強
化を図った。

（２） 事業の成果
○ 延べ４，１９８社を訪問し、立地件数９社、雇用計画人数９５０人を達成
した。
（詳細は別表のとおり）
○ 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導を強化した結果、製造業系企業で２７社・４２回、
オフィス系企業で１４社・１７回の現地視察を実施できた。
○ 平成１８年度から実施している市町職員研修は１２年が経過し、これまで
に２９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。

■産業振興プラン(H28～32)に基づく誘致実績
目標値 雇用創出 ２，７００人
（H31年3月末時点）
会 社 名
〔本社所在地〕

立地
協定
4月26日

1

㈱大川原製作所
〔静岡県吉田町〕

5月28日

2

双葉産業㈱（２棟目増設）
（大阪府箕面市）

7月9日

3

FWD富士生命㈱
（東京都港区）

10月31日

4

11月22日

（単位：人）
立 地
市 町
諫早市

雇用
計画数

事 業 概 要

16

医療・医薬品製造装置の製造等

佐世保市

自動車内装品シートカバーの縫製・製造

150

長崎市

顧客及び代理店からの問い合わせ、相談
に関するコールセンター業務

60

双葉産業㈱（３棟目増設）
（大阪府箕面市）

佐世保市

自動車内装品（アームレスト、ヘッドレス
ト、射出成形品等）製造

50

5

トランスコスモス㈱
（東京都渋谷区）

佐世保市

BPO事業全般に関する事務業務

400

1月10日

6

㈱ペイロール
（東京都江東区）

長崎市

給与計算業務のアウトソーシング

135

2月19日

富士フイルム㈱
（東京都港区）
7
富士フイルムソフトウエア㈱
（神奈川県横浜市）

長崎市

社会インフラ構造物の点検・診断業務効
率化等、次世代 AI技術の研究開発
富士フイルムの製品、サービスに関するソフ
トウエアの開発

20

3月8日

8

㈱シーエーシー
（東京都中央区）

長崎市

人事給与アウトソーシングサービス、バック
オフィスサービス

100

3月22日

9

小出製作所㈱
（静岡県磐田市）

長崎市

自動車エンジンの金型の設計開発業務
等

19

合計

950

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】
平成３０年度
目標値
実績値

実施方針
①県内企業のコア技術をもとに技術営業
展開や研究開発を支援することにより
受注額や製品売上額を計上
②国等の競争的資金の獲得

１０件

１１件

２件

５件

＜個別＞
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
② 新成長ものづくり産業生
産性向上・拡大支援事業
③ 産学官イノベーション創
出プロジェクト事業
④ 戦略的基盤技術高度化支
援事業（サポイン事業）

平成３０年度
目標値

実績値

個別相談対応及び開発案件
の具体化を支援 ５件

１４件

県外需要の獲得のため県内
企業３社以上によるグルー
プを組成：３グループ

３グループ

大学・公設試等との共同研
究開発の組成：２件

７件

新規引受案件：１件

２件

平成３０年度
目標値
実績値
⑤ 新エネルギー産業等プ ５つのテーマに関する研
ロジェクト促進事業
究会を設立し、勉強会を
１９回開催
開催：９回
（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採
採択・実施：
択・実施：２件
２件
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（基金事業）
【事業の実施状況】
○平成３０年度事業費
１５，０３８千円
（うち人件費 １１，２７８千円）
・県内企業の技術相談対応のほか、開発案件の課題整理を支援。
・財団が実施した研究開発助成事業の案件について、フォロー調
査を実施。
【事業の成果】
・フォロー調査は８件に対応。量産化をふまえた技術相談の対応
や特許事業などの施策紹介を実施。
・個別技術相談は６件対応。うち２件は（独）中小企業基盤技術
振興機構の支援事業につなげた。
② 新成長ものづくり産業生産性向上・拡大支援事業（県事業）
【事業の実施状況】
○平成３０年度事業費
２３，９４３千円）
（うち人件費 １６，０８７千円）
・技術高度化支援コーディネータを３名配置
・県外需要の獲得のため、県内中小企業等の連携体による事業拡
大の取組をコーディネート支援。
・県が重点支援対象とする５つの成長ものづくり分野について、
特に産業機械・ロボット関連や半導体分野、航空機産業分野に
ついて重点的に支援した。

【事業の成果】
・県外需要の獲得を目指し、県内企業３社以上の連携体の組成に
ついてコーディネートし、７グループを構築支援した。このう
ち３件について県による計画認定につなげた。
・県外需要獲得のための個別の支援活動として４７件を実施し
た。また、試作品などの新規受注案件を７件創出した。
・このほか県内企業に対して、工場内の生産管理支援や県外大手
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し
た。
③ 産学官イノベーション創出プロジェクト事業（県事業）
【事業の実施状況】
○平成３０年度事業費
１６，４７５千円）
（うち人件費 １１，７５７千円）
・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
県外企業の技術開発から事業化に至る成功事例を中心に
基調講演を実施。また県内大学や公設試、企業によるポス
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。県外企業の先
進的開発事例や大学等の研究シーズを紹介。併せて産業支
援機関による事業紹介を実施。
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） 県内のものづくり企業の技術ＰＲ版チラシの作成
オ） 知的財産流通事業化支援事業「知財ビジネスマッチング
会」への協力
【事業の成果】
・県内企業の研究開発案件について、大学等との共同研究コーデ
ィネート支援を７件実施した。

・新規サポイン事業の申請に向けて大学等との共同研究組成を支
援し、さらに（独）中小企業基盤整備機構九州と連携して申請
内容のブラッシュアップを行い、新規２件の採択に至った。
・また平成２９年度に終了したサポイン事業１件について、産学
官連携を継続するための勉強会を継続。一部内容については別
の経済産業省の事業への橋渡し支援を行った。
・国等の研究開発に関する次年度予算に関する説明会を実施し、
関係機関との連携強化を図った。
④ 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３０年度事業費
７１，２６３千円）
（うち人件費
０千円）
・事業管理機関の引き受けを２件新規実施。
・進捗管理や事務処理支援を実施。
【事業の成果】
・事業推進のための共同研究者及び専門家を交えた会議の開催や
事業進捗管理、競合製品等の市場調査、特許調査を実施した。
・事業全体の経費支出に関して、管理・執行を行った。
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３０年度事業費
１４，２７６千円
（うち人件費
１１，３２３千円）
・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事業化支援
事業化を促進するため、異業種連携による国の計画認定
の支援や専門家によるアドバイス支援を実施
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（福岡、滋賀）

ウ） 環境・新エネルギー関連製品のＰＲ版チラシ作成
環境・新エネルギー分野における県内企業の開発製品を
紹介するＰＲ版チラシを作成し、情報発信ツールとして整備
エ） 長崎環境・エネルギー産業ネットワーク事務局運営支援
【事業の成果】
・５つの分野の研究会を立ち上げ、１９回の研究会を実施し、
県内企業への情報提供を行った。
※５つの研究会：①スマートコミュニティ、②水素、③蓄
電、④バイオマス、⑤環境・リサイクル
・県内企業が開発した環境関連製品について、水質改善装置の販
路拡大による受注獲得支援や、高圧ポンプ製品の海外展開のた
めのＪＩＣＡ事業への協力を行った。
・Ｋ－ＲＩＰ「エコ塾」事業を共同開催し、国のエネルギー政策
の講演や関連施策、先進的全国事例について紹介を行った。
（２）海洋技術振興事業（基金事業）
【事業の実施状況】
○平成３０年度事業費
２３，２１０千円
（うち人件費
５，００８千円）
・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３０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２つの研究テーマについて成果報告会を実施

平成３０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㈱
ＡＩとＣＦＤを用いた革新的な船型
5,000 千円
設計法の開発
粕谷製網㈱
水中自動給餌機原理モデルの開発
2,863 千円
合

計

7,863千円

【事業の成果】
・研究開発委託事業で採択した２件については技術開発を達成。
今後、製品化に向けた取組を継続支援する。
・これまでの研究開発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】
H２９年度
業

務

指

H３０年度

標
実績値

目標値

実績値

達成率

３件

３件

３件

１００％

企業のHP運用更新支援

１０社

５社

９社

１８０％

セキュリティ出張講座開催

１２回

１０回

２回

２０％

４８１回

４３０回以上

４３２回

１００％

４３件

９０％

企業の情報化支援

ホーム ペ ージ 「よ かネ ット
長崎」 による情報発信数
（更新回数）
電子メールマガジン

４８件
５１回

発信数

（毎週発行）

【事業の実施状況】
○平成３０年度事業費

（県・基金事業）３０，８０６千円
（うち人件費
１８，７２６千円）

施策項目

平成 ３０ 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
・ 県内企業の受注管理・工程管理システム導入、自社
HP 活用、社員 PC 環境の改善等のアドバイスを実施
（３件）
・ 自社 HP の更新・運営において支援を行い、営業ツー
ルとしての活用を支援 （９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 （２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
メールマガジン発信ツールのクラウド化によりスピー
ディな発信が可能となった。
・セキュリティ対策の強化
IT 資産管理・内部不正対策システムの最適化を行い
職員 PC のセキュリティを強化した。Windows Update
環境の改善を行い Windows のバージョンアップが迅速

財団内システム化の保守

かつ確実に実施されるようになった。
・基幹システムの改善と維持管理
複数の仮想化システムが稼働している物理システム
の 3 台中１台をハードウェア更改し、各仮想化システム
の負荷調整など最適化を実施

【事業の成果】
●

受注管理・工程管理システム導入、自社 HP 活用、社員 PC 環境改善等、
適切なアドバイスを実施し企業の業務効率向上に貢献

●

「ホームページ更新・運用支援」を９社に実施。ホームページの更新作業が
スピーディかつ適切にできるようになった。

●

「セキュリティ講座」を２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３０年度 実施内容
① 正常先の事故 発 生を未然に防 止 するため、巡 回 を強化
また、未収債権先企業への徹底訪問
② 未収債権先企業及び連帯保証人に対する訪問督促を継続
実施
【未収債権先の回収状況】
８件
２，８９４千円
※未収債権先とは期限の利益を喪失した先

債権管理
【平成３０年度末貸出債権】 ２３件 １０６，９６６千円
（債務者区分）正常先
６件
１３，６７１千円
要注意先
１件
２，１６０千円
要管理先
２件
２５，６４１千円
破綻懸念先
１１件
５３，２２８千円
破綻先
３件
１２，２６６千円

【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、２, ８９４千円
を回収した。翌年度も引き続き、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
取引拡大支援部門において、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、民間企業の実務研修等に派遣するなどし、職員の専門性
向上を図り、後継職員の育成に取り組んだ。
（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、
９，３８０千円（前年度比 ２９０千円増）の賛助会費をいただいた。
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１企業から
１，０００千円の出捐金をいただいた。
③ 基金事業の円滑な実施
平成２８年度に創設した「長崎県企業活性化基金」による運用益の確
保及び当該運用益による事業の円滑に実施した。
（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 ６５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」 年２回発行
・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
（１８事業を新聞・テレビ等で取り上げ（前年度比 １件減））
（５）一般有料駐車場運営事業
長崎県及び長崎市からの要請に基づき、企業誘致推進事業の一環として、
財団が旧県営出島駐車場用地に建設したクレインハーバー長崎ビルの１階
において、平成３０年１月４日より、一般有料駐車場運営事業を実施した。
平成３０年度の駐車場収入は、１５，３９１千円となった。

○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３０年４月１６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３０年６月１１日（月）
・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２９年度 事業報告について
第２号議案
平成２９年度 決算について
第３号議案 （公財）長崎県産業振興財団
平成３０年度 第１回定時評議員会の招集に
ついて
（３）第３回理事会（書面決議）
・日 時 ： 平成３０年９月２１日（金）
・議 事 ： 第１号議案
公益目的事業の変更について
第２号議案
平成３０年度 補正予算について
第３号議案
新たなファンド事業の実施に向けた
既存借入金の償還延長について

（４）第４回理事会
・日 時 ： 平成３１年３月１８日（月）
・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
基金の廃止について
第２号議案
平成３１年度 事業計画について
第３号議案
平成３１年度 収支予算について
第４号議案
平成３１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３０年度 第２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
・日 時 ： 平成３０年６月２９日（金）
・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２９年度 事業報告について
第２号議案
平成２９年度 決算について
第３号議案
理事の選任について
（２）第２回評議員会
・日 時 ： 平成３１年３月２７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３１年度 常勤役員の報酬について

