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（国） 国費

【1】 （国） よろず支援拠点事業 （県） 県費

【2】 （国） 事業承継・引継ぎ支援センター事業 （市） 市費

【3】 （県） 三重県事業承継ネットワーク運営事業 （自） 自主財源

【4】 （県） ステップアップ経営向上計画支援事業

【5】 （国・県） プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 経営支援課

【6】 （県） 果実運用型ファンド活用促進事業 4,5,6,7,8,9,16,17,20,21,28

【7】 （県） 地域資源活用支援施策普及啓発事業 よろず支援・事業承継課

【8】 （県） 事業継続・緊急支援補助金事業 1,2,3,10,11,12,13

【9】 （県） 海外サプライチェーン多元化・販路拡大支援補助金事業 技術支援課

【10】 （自） 小規模企業者等設備貸与事業 18,25,26

【11】 （自） 小規模企業者等設備貸与支援事業 中小企業支援課

【12】 （県） 小規模企業者等設備資金貸付事業 19,22,23,24,27,29,30

【13】 （県） 事業共同化等連携事業等促進診断事業 中小企業再生支援協議会

【14】 （国） 中小企業再生支援協議会事業 14,15

【15】 （国） 経営改善計画策定支援事業 総務企画課・庶務経理課

【16】 （県） 31,32,33,34,35,36

【17】 （国・県） 中小企業地域資源等活用促進事業

【18】 （県） 航空宇宙産業参入促進事業

【19】 （市） 成長分野等新分野ものづくり・販路開拓支援事業

【20】 （県）

【21】 （国） 地域中小企業外国出願支援事業

【22】 （県） 高度部材イノベーションセンター事業

【23】 （県） 先端産業分野等企業支援事業

【24】 （県・市） 技術・イノベーション開拓支援事業

【25】 （国） 戦略的基盤技術高度化支援事業

【26】 （国） 地域産業デジタル化支援事業　

【27】 （市・自） 化学・プロセス産業人材育成事業

【28】 （国・県） 地域活性化雇用創造プロジェクト事業

【29】 （国） ものづくり企業ＤＸ推進支援事業　

【30】 （自）

【31】 （県） 中小企業支援センター等事業

【32】 （県） 中小企業特定支援等事業

【33】 （自） 工業技術振興事業

【34】 （自） 特別情報提供事業

【35】 （自） 情報化基盤整備事業

【36】 （県・自） 法人会計事業

４　人材確保・育成

三重ものづくり改善インストラクター養成塾事業

５　情報提供

１　経営基盤の強化

新型コロナ克服生産性向上・業態転換支援補助金事業

２　販路開拓

ものづくり企業の取引拡大強化支援事業

３　新事業・新技術の創出



年度

令和3年度

番号 財源

1 国

取組内容

課題と対応方針、次年度展望
・地域一番の事業者相談窓口として「まずはよろず支援拠点」との共通認識浸透
・事業者に共通する最優先課題「本業経営向上」に関する相談体制の強化
・商工団体・金融機関・実施機関内専門部署との連携強化
・ＩＴ活用・ＤＸ関連の相談体制強化
・複数専門コーディネーターのチーム編成による課題解決力強化
・成長を志向する企業に対する「伴走支援」体制の構築

よろず支援・事業承継課 経済産業省　中部経済産業局（国）

１　国が設置した無料経営相談所
２　売上拡大や経営改善等の課題解決に向けて、一歩踏み込んだ専門
　　的な提案を行う。
３　課題解決に向けて相談内容に応じた適切な支援機関の紹介や、課
　　題に対応した支援機関の相互連携をコーディネートする。
３つのポイント
　①総合的・先進的な経営アドバイスを提供
　②課題解決に合わせたチームを編成
　③課題に応じたワンストップサービス

満足度調査 評価された意見・寄せられた要望等

事業費（単位：千円）

74,983

担当課 関係部署（国・県）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　目標　　　　　実績　　　　達成率
１　相談対応件数　　　　　　　 7,700件　　  9,428件　 　　122.4％
２　来訪相談者数　　　　　　　 2,500者　　  2,086者　　　　83.4％
３　課題解決件数　　　　　　　   430件　　　  455件　　　 105.8％
４　ネットワーク活動件数　　　  860件　　　  656件　　  　 76.3％

１　中小企業・小規模事業者にとって「身近な気軽に行ける経営相談所」として、津本部・サテライト・出張相談会をネット
ワークで繋げ、ワンストップの相談体制を構築した。
２　商工会議所・商工会や金融機関との連携を強化、掛け算を意識したネットワークの力を引き出した。
３　実施機関内部署（事業承継・引き継ぎ支援センター・再生支援協議会・経営支援課・技術支援課）との協力体制も強化
した。
４　専門分野の異なる複数コーディネーターがチーム相談対応し、課題解決の精度と速度を高める支援を行った。特に、ＩＴ
関連の相談体制を強化した。
５　よろず支援における相談事例紹介を目的とした「ＷＥＢ成果事例報告会」を開催、自治体・商工団体・金融機関をはじめ
多くの参加者があった。
６　相談後のアフターフォローを徹底して行い、事業者に長期間伴走し続ける仕組みを構築している。

・満足度調査は、昨年実績や全国平均を上回る良好な結果となった。
【事例】担当コーディネーターは、コロナ禍のなか業態転換し売上確保
を目指食材卸事業者から相談を受け、繰り返し相談を受ける中で課題
を抽出・整理し、複数コーディネーターが製品開発・販路確保・広告宣
伝・資金調達・ＩＴ活用等についてアドバイスした結果、食品製造業への
業態転換を行うことができた。
これにより、コロナの影響を受け大幅に売上低下した食品卸事業を転
換後の食品製造事業でカバーすることに成功した。
事業者からは、自分の気付かない課題まで抽出・解決してもらい大変
感謝する旨の声をいただいた。

実績事業概要

継続・新規

前年度比

継続

▲ 14,503

事業名

前年度事業名

事業費（単位：千円）

よろず支援拠点事業

同上

60,480

オンライン相談の様子（センター相談室） セミナーの様子（桑名三重信用金庫）

満足

やや満足

やや不満足

不満足



年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和３年度 8 県 事業継続・緊急支援補助金事業 466,859 継続
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 1,156 465,703

事業概要 実績
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた小規模企
業が三重県版経営向上経営計画に基づき取り組む販
路開拓や生産性向上、感染症拡大防止などの事業に
要する経費の一部を補助する。

　　　　　　　　　　　　目標　　　　　実績　　　　達成率
交付決定件数　　1,000件　　　1,091件　  　109.1％
交付決定額　　　 499,327千円
補助金確定額　  450,177千円

取組内容
１　補助対象者
　　新型コロナウイルスの影響により令和2年11月から令和3年1月のいずれかの月の売上高が前年同月比で
　　30％以上減少している県内の小規模事業者

２　補助対象事業
　　三重県版経営向上計画に基づく販路開拓や生産性向上、感染症拡大防止などの事業取組に要する経費

３　補助額
　　補助対象経費の4/5以内　　補助限度額　50万円

４　募集期間　　令和3年2月15日～3月18日

５　申請件数　1,832件

６　採択件数　1,091件

７　交付決定額　499,327千円（交付決定日：令和3年3月30日）

８　額の確定件数　1,091件

９　補助金確定額　　450,177千円

担当課 関係部署（国・県）

経営支援課 雇用経済部　中小企業・サービス産業振興課（県）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等

― ―

課題と対応方針、次年度展望
補助金等が公募された場合、迅速かつ正確な事務処理のため、ノウハウを活かした対応をして、支援をし
ていく。



年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和3年度 2 国 事業承継・引継ぎ支援センター事業 96,989 継続
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

プッシュ型事業承継支援高度化事業
事業引継ぎ支援センター事業

57,704
47,448 ▲8,163

事業概要 実績
　ネットワーク構成機関が実施する事業承継診断や事業承継策定計画
の支援を行う中で、エリアコーディネーターが掘り起こした案件等につい
て、専門家の活用等により、詳細な事業承継計画の策定を支援する。後
継者不在の場合には、第三者への事業譲渡などの承継支援を行う。
　また、事業承継の阻害要因である借入金にかかる経営者保証解除に
向けた支援を行うことにより、事業承継の促進を図る。
　更に、ネットワーク拡大によるビジネスマッチング等のシナジー効果を
高めるため、後継者・若手経営者の育成を目的とした経営塾を開催す
る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　目標　　　　実績　（達成率）
１　新規相談件数（親族内）                101件       194件　（192.1％）
２　新規相談件数（譲渡）     　　      　  121件       167件　（138.0％）
３　成約件数（親族内）                   　　 20件         22件　（110％）
４　成約件数（譲渡）　　　　　　　　          40件         25件　（62.5％）
５　事業承継診断件数        　 　　     1,789件     3,751件　（209.7％）
６　事業承継計画策定件数      　　      186件     1,571件　（844.6％）
７　経営者保証業務支援申請件数        53件         75件　（141.5％）

取組内容
１　支援対象事業者の掘り起し
　①金融機関との連携
　　エリアコーディネーターが中心となり、県内金融機関の全営業店を訪問し、情報収集
　　営業担当者向け勉強会および事前相談会の開催、金融機関からの要請による訪問
　②商工会・商工会議所との連携
　　エリアコーディネーターが中心となり、事業主及び経営指導員の要請に基づいた訪問、情報交流、定例・臨時相談会を実施
　③センター内各拠点との連携
　　よろず支援拠点、中小企業再生支援協議会、プロ人材、北勢支所他との連携を強化
　④DMの発信・セミナーの開催

２　支援対象事業者の支援
　①専門家による支援
　②既登録案件のフォローアップ（二次対応（22件）・三次対応（172件）への移行と成約案件の増加）
　③マッチングコーディネーターの追加登録（1社）と活用
　④各種データベース（事業引継ぎＤＢ・ＮＮＤＢ）の活用（ＮＮＤＢ登録件数50件）とセンター間マッチング等（成約6件）による支援
　⑤「後継者人材バンク」による創業希望者と後継者不在の中小企業・小規模事業者とのマッチング支援
　⑥後継者不在の事業者の経営資源の引継ぎ（廃業）の支援

３　後継者育成塾の開催
　　次世代を担う経営者育成の一環として、後継者・若手経営者向けの経営塾を開催

担当課 関係部署（国・県）

よろず支援・事業承継課 経済産業省 中部経済産業局（国）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等
相談企業からのアンケートはがき回収数/新規相
談先数
33先/176先　回収率18.8％

【回答内容】
①大変親切・丁寧であった：25先（75.8％）
②親切・丁寧であった：7先（21.2％）
③どちらともいえない：1先（3.0％）
④やや不親切・丁寧さに欠けた：0先
⑤不親切・丁寧さに欠けた：0先

【相談内容・現状】
A社は、代表者が高齢になったが、親族や従業員への事業承継が困難なため、数
年来、第三者への事業の引継ぎを検討していた。しかし、新型コロナ禍や過大な借
入金もあり、引継ぎ先を見つけることが難しく、当センターに相談があった。
【対応】
・事業承継・引継ぎデータベース検索により発見した買い手企業（愛知県センター案
件）とのトップ面談等マッチング支援。
・上記企業の意向表明を受け、三重県中小企業再生支援協議会（活性化協議会）
への紹介と抜本策（債権放棄）実施による事業譲渡。
【意見】
・買い手企業からは、当社の想定を下回る譲渡金額の提示があり、一時は、事業承
継も断念しかけたが、活性化協議会の紹介が受けられたことにより、金融機関借入
の一部放棄が受けられ、無事事業の引継ぎができた。

課題と対応方針、次年度展望
・一次相談案件は480件と前年比大幅に伸長し、新規相談件数は、親族内・譲渡ともに、目標を達成した。また、親族内承継の成約も目標を上
回る22件の実績、更に経営者保証業務支援申請件数も目標を大幅に上回る75件の実績を挙げることが出来たものの、第三者承継は目標を
大きく下回る25件に止まっており、この対応が急務である。
そのためにも、これまで実施してきた下記のような対応策を継続的に実施する必要がある。
① 三重県産業支援センター内相談拠点との連携
② 連絡会開催、勉強会開催等によるネットワーク構成機関との連携強化
③ ＤＭの発送とアウトバウンドコールを活用した事業者からの直接ニーズの発掘
④ 第三者承継成約に向けたニーズ情報の入手強化
⑤マッチングコーディネーターの追加登録による二次対応案件の増加



年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和３年度 3 県 三重県事業承継ネットワーク運営事業 3,173 継続
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同　　上 3,087 86

事業概要 実績
三重県事業承継ネットワークにおいて、構成機関上部
団体との連絡会議（全体会議）を開催、情報交流、支
援状況・事例の報告を行い、適宜改善し効率的な運
営を図る。
他の地域事務局との情報交換を図る。
また、セミナー等を開催し、周知活動を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　標　　　　実　績　　達成率
１　事業承継診断件数         1,789件　　3,751件　　209.7％
２　事業承継計画策定件数     186件    1,571件　　844.6％
３　連絡会議開催　　　　　 　    　2回　　　　2回　　100.0％
４　セミナー開催　　　　　  　　　  2回　　　 　2回　　100.0％

取組内容
１　事業承継診断・事業承継計画策定件数
各構成機関が実施する事業承継診断・事業承継計画策定支援について、診断⇒計画策定支援⇒策定後のフォローを管理できるスキーム構
築に努めると共に、事業承継に係る悩み・課題・支援ニーズの掘り起こしや構成機関による支援により件数の極大化を図った。また、事業承継
診断による掘り起こし「事業承継・引継ぎ支援センター」のエリアコーディネーターが、各担当エリアの商工団体・金融機関支店等と連携し、事業
承継支援候補企業の掘り起こしを行い、課題の見える化から課題解決に向けた個者支援を実施した。（構成機関とエリアコーディネーターとの
連携支援実施件数　計１７６件）
２　連絡会議の開催（２回実施）
目的・効果を有効的に実現できる運営を行った。
（１）第1回連絡会議 Ｒ3.4.26(月)　 三重県勤労福祉会館6階　①参加者：45機関　64名 　②内容：今年度の国の取組、三重県組織体制、活動
方針、目標、計画等説明
（２）第2回連絡会議 Ｒ3.11.22(月) 三重県勤労福祉会館6階　①参加者：47機関　64名 　②内容：全国取組事例紹介、三重県上期実績状況報
告、下期取組依頼、構成機関取組状況紹介
３　経営者・後継者向けセミナー（勉強会）
（１）セミナー開催（事務局主催　２回実施）
・事業承継セミナー　「会社を次代に引き継ぐために」　講師：　伊藤　隆氏（公認会計士）、事業承継・引継ぎ支援センター２名（承継CO、SM　）
①第１回：７月３１日（土）　じばさん三重　　　　参加者　　35名　　②第２回：８月　５日（木）　ＪＡ三重ビル　　　　参加者　　44名
（２）構成機関主催
①三重県信用保証協会　　経営者向けセミナー　２回（８月、１１月）参加者　２５名
②三重弁護士会　　　　　　経営者向けセミナー　１回（７月）　　　　　参加者　　８名
（３）研修会・勉強会
①構成機関向けセミナー　　講師：独立行政法人中小企業基盤整備機構　水野氏　参加者：６４名
②事業承継勉強会（構成機関と共催）　７機関（金融機関・税理士会・商工会議所・商工会）　計１９回
４　他県との情報交換
コロナ禍により東海３県事業承継・引継ぎ会議は開催出来ず、電話等による情報交換を行った。

担当課 関係部署（国・県）

よろず支援・事業承継課 雇用経済部　中小企業・サービス産業振興課（県）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等

ー ー

課題と対応方針、次年度展望
・ネットワークの連携強化による支援個者企業の掘り起こしが必要であるため、今後も商工団体単会・金融機関支店の担
当者との定期的情報交換と個者支援の推進を行う。
・令和４年度は、事業承継・引継ぎ支援センターのエリアコーディネーターと各担当エリアの商工団体・金融機関支店等との
連携に加え、税理士との連携も強化し、協会事業承継支援候補企業の掘り起こし・課題の見える化から課題解決に向けた
個者支援を実施していく。



年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和3年度 4 県 ステップアップ経営向上計画支援事業 17,461 継続
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 9,966 7,495

事業概要 実績
中小企業等の経営向上・経営革新に対する取り組み
を促進するため、経営支援コーディネーターを配置し、
商工団体等関係機関と一体となって経営向上計画等
の作成やブラッシュアップを行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　目標　　　　実績　　　達成率
１　三重県版経営向上
　　計画認定件数　　　　　1,800件　　1,887件　　　104.8％

２　専門家派遣事業者
　　件数　　　　　　　　　　　　55件　　　54件　　　　98.2％

３　経営革新計画承認
　　件数　　　　　　　　　　　　43件　　　42件　　　　97.7％

取組内容
１　三重県版経営向上計画
　①多様な中小企業・小規模企業がそれぞれの発展段階に応じて、経営課題の抽出・発見や
　　その解決に向けた取組に係る経営計画作成・計画実行に対する支援を行った。
　②県から計画の認定を受けた中小企業・小規模企業には、計画の実現のために、専門家派
　　遣などの支援を行った。

２　経営革新計画
　中小企業・小規模企業が、新規性・独創性のある取り組みを行う計画を立て、その取組が付加価値額や給与支給総額
　の向上をもたらす場合、知事がその計画を承認し、承認を受けた中小企業・小規模企業は低利融資などの支援策を受
　けることができる。（国の経営革新計画承認制度）中小企業・小規模企業がこの制度を活用することを支援すること
　により、様々な発展段階にある中小企業・小規模企業の新たな事業活動に対する取組を支援した。

担当課 関係部署（国・県）

経営支援課 雇用経済部　中小企業・サービス産業振興課（県）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等

ー
三重県版経営向上計画認定による支援策を充実させてほしい。

課題と対応方針、次年度展望
商工団体から小規模事業者のDX化が進んでいないとの意見が寄せられたため、ICT専門家派遣の普及・啓発に努める。

企業名： いきものクッキー専門店Kurimaro collection

所在地： 桑名市北鍋屋町84-1

業　種： 菓子製造・販売業

テ  ー  マ：

取組内容：

成　　果：

③新商品を50種類追加できたことで微生物から海獣類まで400種以上と
なり、プレスリリースやプランディング強化の取り組み効果でECサイトの
販売は昨年比2倍になった。

《優良事例》

新商品の開発から販売までの工程の見直しとECサイトでの販売強化

①販売増に対応するため、リバースシートや2台目のオーブンを導入し
生産性向上を図る。

②店頭の庭に撮影用の動物小屋を設置。顧客のペットとクッキーを撮影
できるように整備し、SNSで口コミを拡大させる。

③新たな商品シリーズを開発し、ECサイトでの販売強化を図る

①生産能力を3倍に向上できたことで、店頭販売や取引先からの注文に
迅速対応でき、コロナ禍でも売上も好調に推移している。

②可愛らしい撮影スポットができたことで、特に来店されたお子様連れ
や女性客から好評を得ている。

計画の概要

ステップ1 0件

ステップ2 1868件

ステップ3 19件

認定件数内訳



 

年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和３年度 5 国・県 プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 7,716 継続
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 7,628 88

事業概要 実績
経営の課題を経営者の立場で聞き取り、それを解決
できる人材ニーズを明確にする。
その上で、民間人材ビジネス会社等を活用して必要な
プロフェッショナル人材の採用をサポートし、企業の経
営革新の実現、経営向上の取り組みを支援する。

　　　　　　　　　　　　　　　　目標　   実績　　 達成率
　　　年間成約件数　　　　 35件　　70件　　　200％
　
　　　年間相談件数　　　　250件　 251件　　 100.4％

       当財団内部の部署との連携による相談件数
　　　　　　　　　　　　　　　　25件　　 30件　　　120％
　（うち事業承継・引継ぎ支援センターとの連携　6件）

取組内容
１　意欲の高い企業を掘り起こし、経営者に対し人材ニーズの明確化、マッチング支援を丁寧に実施
　　①拠点独自や関係機関からの紹介等による新規企業の掘り起し
　　②未成約企業に連絡、人材ニーズ確認
　　➂過去の訪問記録から、プロ人材活用意欲のある企業を選定（人材情報シート未提出企業等）、人材ニーズ確認
　　　（訪問、または電話等で、課題聴取、ニーズ相談、情報シート作成支援、取り繋ぎ、成約促進を図った）

２　当財団内の部署に対し、人材ニーズのある企業の紹介を依頼し、掘り起こし
　　①企業等に対し、他部署が経営者対象に実施するセミナー、経営塾等を案内、拠点も参画　　そこでの「プロ人材事業活用」周知
　　②人材活用に関心の高い企業の紹介を受け、訪問・来所面談　（主に新規企業）
　
３　多様化する人材ニーズの対応
　　①手軽に活用できる「副業・兼業人材」活用推進
　　　　事業者の協力を得て、リモートで副業人材事業の活用推奨、活用事例紹介　説明会2回実施
　　　　（関心の高い企業、金融機関、商工会議所等参加）
　　　　実績の少ない事業のため、副業事業者を交えリモートで繰り返し相談、支援し成約につなげた。　（副業人材　成約11件）
　
　　②紹介料無料の「連携している大企業人材」の活用、「産業雇用安定センター」、「自衛隊援護協会」と連携
　　　　特に拠点単独連携の大企業人材の交流を促した。　(大企業連携等　成約６件）

４　成約の促進
　　①人材紹介会社に求人企業プレゼンテーションをリモートで4回実施（求人企業13社参加）拠点からの説明で求人内容の理解を深めた。
　　②未成約案件のフォローを実施。求人紹介会社と情報交換、マッチング促進依頼や、求人企業に条件見直しを助言するなど成約を促進。

担当課 関係部署（国・県）

経営支援課 雇用経済部　雇用対策課（県）、内閣官房　デジタル田園都市国家構想実現会議事務局（国）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等
・プロ人材の定着率が高く、活躍度合いも期待通
り　（国抜き取り調査）
・成約企業は、製造業だけでなく、販売業、情報通
信業、建設業、運輸業、飲食・宿泊業で、人材も
経営管理、生産管理、販路開拓、エンジニア等多
岐に亘って活躍している。

・プロ人材事業活用経営者から感謝され、信頼感醸成し繰り返し活用を
希望する企業も多い。
・その一方で、面談時人材会社に対する不信感や、手数料が高額との
意見がまだ聞かれることがある。
・周知活動により、副業人材活用も増えてきている。

課題と対応方針、次年度展望
課題と対応方針
・拠点単独の活動は、マンパワーに限界があり非効率。
　→当財団内の部署と連携し、人材ニーズのある企業を掘り起こす。
・経営環境が大きく変化し、人材ニーズが生じたが、手数料の高い人材紹介会社は活用しずらい。
　→手軽な「副業・兼業人材」、「紹介料無料の連携大企業人材」、事業のメリット（必要な人材支援）を周知、活用を推奨していく。

次年度展望
・各機関等と連携し、企業の掘り起し・意欲の喚起、人材ニーズに応じたマッチングを支援をする。
・多様化する人材ニーズに、「副業人材」「大企業連携」など企業に負担少ない事業を含めて、丁寧な支援をする。
・求人企業プレゼンテーション実施、フォロー実施により未成約案件の解消、成約の推進を図る。　リモート面談、支援を活用する。

企業の掘り起こし 訪問相談
（課題・求人ニーズ明確化）

人材会社等へ取り繋ぎ
（情報シート作成・送付）

求人企業でマッチング
（人材会社から企業へ候補者紹介、選考、採用）

定着フォロー

採用までのステップ



年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和３年度 6 県 果実運用型ファンド活用促進事業 97 継続
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 621 ▲ 524
年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和３年度 7 県 地域資源活用支援施策普及啓発事業 521 継続
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 691 ▲ 170

事業概要 実績
【果実運用型ファンド活用促進事業】
各地域での新事業創出の仕組みづくりを支援する「みえ地域コミュティ応
援ファンド」、「みえ農商工連携推進ファンド」によるその後の新たな取り
組みを創出するため、ファンド活用事業者等へフォローアップを行う。

【地域資源活用支援施策普及啓発事業】
国や県が行う地域資源活動施策の普及啓発や各助成金事業のフォロー
アップを行うことで、地域の資源・魅力を活かした取り組みや農商工連携
等の取り組みによる地域産業活性化を支援する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　【目標】　　　　【実績】
◆ビジネスフェア等への出展回数　 2回以上　　　　1回
　※令和3年度においては新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

　　 より出展を予定していたビジネスフェア等が中止となったため。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【目標】　  　　【実績】
◆フォローアップ活動回数 　　　 　　70回以上　　　73回

取組内容
１　ファンド・普及啓発フォローアップにかかる取組み
　　①ファンド助成事業実施事業者等への訪問活動を行い、事業の取組状況や抱える課題等について、
　　ヒアリングした上で、課題にかかるアドバイスや各種支援施策の紹介等のフォローアップ活動を実施した。
　
　　【フォローアップ活動実施状況（令和3年4月～令和4年3月）】
　　　実施回数73回/目標回数70回（達成率104.3％）

　②中小企業地域資源活用等促進事業にて取り組んだ「Tokyo Tokyo ALL JAPAN COLLECTION」へ、ファンド助成事業実施事業者の商品を
　　 出展し、各事業者および取扱商品のPRを実施した。

担当課 関係部署（国・県）

経営支援課 雇用経済部　三重県営業本部担当課（県）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等

―

「Tokyo Tokyo ALL JAPAN COLLECTION」へ展示した商品を取り扱っ
ている事業者から、ホームページへのアクセス数増加や商品に関する
問合せの増加等、同展示会へ出展したことによる効果は一定あったと
の意見が寄せられた。新型コロナウイルス感染症の影響により、外国
人来場者へのPRは叶わなかったものの、首都圏からの来場者に対し
て有効なPRは行うことが出来たものと思料する。
また、ファンド活用事業者のフォローアップの中で、海外販路開拓にか
かるノウハウ習得機会の要望が挙げられている。

課題と対応方針、次年度展望
　令和3年度においては当初参加を予定していたしんきんビジネスフェアのほか、東京三重県人会、大阪三重県人会の全
てが中止となったため、ファンド事業を活用した商品や事業者をPRする機会は「Tokyo Tokyo ALL JAPAN COLLECTION
（※詳細は「17　中小企業地域資源等活用促進事業参照）」のみであった。令和4年度においてもビジネスフェア等へ出展
し、当センター支援内容やファンド活用事業者の商品PR等を実施する。

出展商品 活用ファンド

1 ㈲もんいまぁじゅ 酒粕フィナンシェ 平成24年度第1回みえ農商工連携推進ファンド

2 尾鷲金盛丸 極上まぐろの角煮 平成26年度第1回みえ地域コミュニティ応援ファンド（地域資源）

3 辻製油㈱（うれし野ラボ） 松阪牛万能たれ（黒にんにくレストラン） 平成27年度第2回みえ地域コミュニティ応援ファンド（地域資源）

4 ㈲伊勢昆布 自分で作れる！生ふりかけ 平成27年度第2回みえ地域コミュニティ応援ファンド（グローバル）

5 下津醤油㈱ 伊勢芋かりんとう～おこまさん～ 平成29年度第3回みえ農商工連携推進ファンド

6 超臨界技術センター㈱ / まる信緑香園 OCHATEA～オチャッテ～ 平成30年度第2回みえ農商工連携推進ファンド

7 ㈱稲藤 日永うちわ 平成25年度第1回みえ地域コミュニティ応援ファンド（地域資源）

8 ㈲藤総製陶所 / ㈲マルシゲ製茶 萬古焼急須～ひとしずく～ 平成30年度第2回みえ農商工連携推進ファンド

出展事業者

※商品概要については「17 中小企業地域資源等活用促進事業」参照。



年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和3年度 9 県 海外サプライチェーン多元化・販路拡大支援補助金事業 27,600 継続
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 46,500 ▲ 18,900

事業概要 実績
海外からの仕入れの遅滞・停止は解消しつつあるもの
の、海外との人的往来が制限され、企業の海外ビジネ
スを取り巻く環境は依然として厳しい情勢が続いてい
る。このため、（新型コロナウィルス感染症の影響を受
けている）中小企業・小規模企業等が行う、製品・部素
材の調達先国の新規開拓や海外販路の拡大に対す
る取組を支援する。

　　　　　　　　　　　　　　目標　　　実績　　　達成率
交付決定件数　　　　　50件　  　35件　　　70%
補助金交付決定額　　　31,336,000円
補助金確定額　　　　　  22,860,000円

取組内容
新型コロナウイルス感染症の影響により、輸入・輸出が停滞している県内中小企業等が行う、海外での調達先や販路の拡大への取り組みを支
援。
１　補助対象となる取組、費用の例
　　①海外からの調達先の多元化を図るための試作原材料費及び輸送費
　　②海外販路を拡大するための展示会・商談会（オンライン含む）への出展・参加費及び付随する通訳・翻訳費、多言語動画作成費
２　補助額
　　上限100万円（補助率2/3）　※前年度の補助率は10/10
３　補助対象者
　　主たる事務所又は事業所が三重県内にある中小企業・小規模企業等
　※対象外：　昨年度の本補助金の交付を受けた者、（及び今年度１次公募の本補助金の交付決定を受けた者）
     大企業（みなし大企業含む）は除く
４　募集期間
　　1次：　令和3年5月24日　～　令和3年6月11日
　　2次：　令和3年7月 8日　～ 　令和3年7月26日
　　①応募数：　41者
　　②採択数：　35者
　　③交付決定金額：　31,336千円
　※不採択の理由：　海外から輸入して国内へ販売（1次公募）、海外で展開する日本企業の支援サービス（同左）、ほぼ試作開発（2次公募）な
どで、2次公募段階でチラシや記載例を見直すなどして対応した。不採択者からの問い合わせはない。
５　事業期間（実績報告書提出期限）
　　①1次：　令和3年12月31日まで（令和4年1月31日まで）
　　②2次：　令和4年 1月31日まで（令和4年2月28日まで）
交付決定35件のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、現地での事業計画が進まず、5件が事業完了できなかった。しかし、募集条件
として、令和2年度の採択者は募集要件から除外したこともあり、新規の申請者において、国内需要の落ち込みが続く中、欧米向けを中心に着
実に販路拡大に取り組む事案が少なくなかった。

担当課 関係部署（国・県）

経営支援課 雇用経済部　国際戦略課（県）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等

―

完了検査で訪問した際に、新型コロナウイルス感染症でイン
バウンド需要は消失したが、海外事業を戦略的に検討できる
時間が確保できたので、本補助金はたいへん有効だった。と
の意見があった。

課題と対応方針、次年度展望
今年度は、交付決定 35件のうち、5件が事業中止（廃止）の結果となった。その理由としては、特に、ベトナ
ムや中国での現地での事業計画を予定していたところ、ロックダウン（ベトナム・ハノイ）やゼロコロナ政策
（中国）で、事業計画を補助対象期間内に実施できなかったか、大幅に遅延したことによる。また、事業完了
した企業においても、事業計画の一部が新型コロナ感染症の影響により実行できなくなり、交付決定額が
大きく減額となる事例が少なくなかった。次年度においては、事業期間をできる限り長く設定することで、企
業の販路開拓の支援を行いたい。



年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和3年度 10 自 小規模企業者等設備貸与事業 7,524 継続
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 7,610 ▲ 86
年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和3年度 11 自 小規模企業者等設備貸与支援事業 807 継続
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 4,138 ▲ 3,331
年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和3年度 12 県 小規模企業者等設備資金貸付事業 614 継続
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 889 ▲ 275
年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和3年度 13 県 事業共同化等連携事業等促進診断事業 7,294 継続
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 7,304 ▲ 10

事業概要 実績
過去の設備貸与、資金貸付債権の管理と回収、中小
企業診断士による事後指導などを行う。

過去に設備貸与及び資金貸付を行った債権に対し
て、回収・管理業務を行うとともに、未収債権の回
収に努めた。

取組内容
過去の設備貸与、資金貸付債権の管理と回収、中小企業診断士による事後指導などを行った。

よろず支援・事業承継課 雇用経済部　中小企業・サービス産業振興課（県）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等

課題と対応方針、次年度展望
引続き過去の設備貸与、資金貸付債権の管理と回収、中小企業診断士による事後指導などを行う。

担当課 関係部署（国・県）

■利用状況調査結果

実施時期：令和3年5月から6月

対象者：平成26年度に資金貸付を
行った企業 10社

回収企業：10社（回収率：100％）



年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和3年度 14 国 中小企業再生支援協議会事業 98,933 継続
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 90,360 8,573

事業概要 実績
1　現状では財務上の問題を抱えているものの、事業の将来
性が見込め、かつ主体的に事業の再構築に取り組む企業の
相談に応じ、助言や再生計画策定支援を行う。

２　新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者に対し
て、窓口相談を行うとともに「特例リスケジュール計画」の策定
支援を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　目標　　　実績　　達成率 （全国平均）

１　窓口相談件数　　　　　　　  47件　　 51件　　108.5%　　（ 107%）
２　計画策定支援完了件数　　 56件　　31件　　　55.4%　　（ 46%）
３　抜本再生支援件数　　　　　　4件　　 2件　　   50.0%　　（ 52%）
４　保証債務整理支援件数　　　4件　　  9件　　 225.0%　　（ 120%）

取組内容
１　窓口相談
　①県内８金融機関　主要店舗を訪問、新規案件の掘り起こしを実施
　②事業承継・引継ぎ支援センター、よろず支援拠点など各相談拠点との連携による新規相談の実施
　③税理士、弁護士等との連携により、経営者保証GL案件の相談実施
　④金融機関との事前相談の実施

２　関係機関との連携・情報交換
　①令和３年１１月　「中小企業支援ネットワーク会議」の開催
　②令和３年度再生支援協議会事業中部ブロック会議（令和４年２月Web開催）
　③令和３年度中小企業庁主催実務者会合（令和３年１２月Web開催）
　④みえ資本力強化プラットフォーム会議（令和３年７月、令和４年２月開催）

３　再生計画策定支援
　①特例リスケ８３先に対する出口計画策定のアプローチ実施
　②日本政策金融公庫、商工中金との連携による資本性劣後ローンの活用
　③再生ファンドとの連携による抜本再生案件への対応

４　完了案件のフォローアップ
　①特例リスケ先に対する月次モニタリングならびに出口支援の実施

担当課 関係部署（国・県）

中小企業再生支援協議会                                          経済産業省　中部経済産業局（国）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等
計画策定支援（二次）完了先：４７先
支援企業からのアンケートはがき回収数：２１先
　回収率　４４．７％
【回答内容】
①満足：１３先（６１．９％）
②やや満足：３先（１４．３％）
③どちらともいえない：３先（１４．３％）
④やや不満：１先（４．７％）
⑤無回答：１先（４．７％）

下記の満足度評価項目の内、①相談～対応までのスピード、⑤関係機関との調整
能力および⑥協議会担当者の対応・丁寧さの評価が高かった。

　①相談～対応までのスピード ◎
　②再建計画策定のスピード
　③協議会担当者の専門性
　④経営改善のアドバイス
　⑤関係機関との調整能力 ◎
　⑥協議会担当者の対応・丁寧さ ◎
　⑦協議会利用時の費用
　⑧協議会全体の満足度

課題と対応方針、次年度展望
（活性化協議会の役割）
・経営改善支援センターと統合し、中小企業活性化協議会設置がされ、収益力改善・事業再生・再チャレンジを一元的に支援する体制を構築する。
（窓口相談機能の強化）
・収益力改善計画による支援を強化していく。
・事業承継・引継ぎ支援センター、よろず支援拠点など産業支援センター内各相談拠点との連携を進める。
（モニタリング機能・出口支援の強化）
・特例リスケ先に対して、モニタリングにより適切な出口支援を行う。
（人材育成）
・抜本再生案件等、各SMに担当案件を割り振り、スキルアップを図っていく。
・トレーニーの受入れにより、地域金融機関の再生人材の育成を図る。



目標 実績
利用申請受付件数 ６０件 ５５件
（内訳）
　　　　４０５事業 ３０件 ２７件（上期５件、下期２２件）

（うち再度利用：１０件）
ポスコロ事業 ３０件 ２８件（上期１３件、下期１５件）

年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和3年度 15 国 経営改善計画策定支援事業 23,378 継続
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 21,094 2,284

事業概要 実績
・中小企業再生支援協議会に設置した「経営改善支援センター」におい
て、経営改善計画の入り口における申込案件の形式チェック及び当該計
画が適切に実施されているかの確認を行う。

・平成２９年５月に「早期経営改善計画策定支援事業」が導入され、下記
の２つの事業を取り扱っている。
①４０５事業（経営改善計画策定支援事業）
②ポスコロ事業（早期経営改善計画策定支援事業）

取組内容
１　県内金融機関の本部・営業店個別訪問及び利用促進活動（相談含む）を行った。
２　４０５事業については、令和２年９月より、新型コロナの影響により、最近１か月の売上が前年又は前々
年の同月比で５％以上減少しているか、再生支援協議会の特例リスケ利用実績があれば、再度利用が可
能となったことなども周知徹底し、特例リスケ先については再生支援協議会とも連携し、利用申請に結び付
けた。
３　県内金融機関の営業店と事業の利用を検討している企業への同行訪問を行い、事業の案内や今後の
方針、改善施策等について打ち合わせを行った。
４　ＴＫＣの例会に出席し、税理士・職員向けに研修会や利用申請の傾向等について説明を行い、金融機関
や信用保証協会等と情報交換も実施して、利用促進活動を行った。
５　認定支援機関（税理士・中小企業診断士・コンサル会社等）に対する利用促進活動（相談等を含む）も
行った。

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等

中小企業再生支援協議会 独立行政法人中小企業基盤整備機構（国）

― ―

課題と対応方針、次年度展望
１　新型コロナは収束が見えない中、コロナ融資の返済も始まっており、経営改善計画・返済計画の策定ニーズはまだまだ
あると思われ、引き続き県内金融機関への事前相談会の実施や営業店個別訪問等を通じて、利用促進活動を行っていく
必要がある。
２　Ｒ４年４月に、経営改善支援センターと再生支援協議会が統合され、中小企業活性化協議会が発足。併せて、４０５事
業・ポスコロ事業共に、制度の一部等が変更となっており、金融機関・各認定支援機関へ周知を行っていく必要がある。
３　既存受付分については、一部に計画策定遅延・モニタリング費用未請求が見られ、新制度の案内と共に、現状把握を
行い、費用請求の催促又は取下げ依頼等を行っていく。

担当課 関係部署（国・県）



年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和3年度 16 県 新型コロナ克服生産性向上・業態転換支援補助金事業 209,584 新規
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

- -  -

事業概要 実績
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業等が、コ
ロナ禍の現状のみならず、「アフターコロナ」を見据えたビジョ
ンを持って生産性向上や業態転換の意欲的な経営向上に取
り組むことを支援する。三重県版経営向上経営計画に基づき
取り組む業態転換や生産性向上などの事業に要する経費の
一部を補助する。
3回にわたり実施し、第1回目、並びに第2回目は三重県、第3
回目をセンターが実施した。

 　 　　　　　　　　　　　　目標　　　実績　　　　達成率
　　交付決定件数　　　100件　　165件　　　165％

取組内容
【補助金の概要】
１　補助対象者　三重県内の中小企業等で新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者
２　補助対象事業
　　生産性向上や業態転換に向けて取り組む事業に要する経費
　　（採択事業者は三重県版経営向上計画の認定を受けることが必要）
３　補助額
　　補助対象経費の1/2以内　　補助限度額　200万円（下限50万円）
４　募集期間　　令和3年8月26日～9月17日
５　額の確定件数　165件
６　補助金確定額　202,923千円

担当課 関係部署（国・県）

経営支援課 雇用経済部　中小企業・サービス産業振興課（県）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等

ー　　　 ―

課題と対応方針、次年度展望
　新型コロナ克服生産性向上・業態転換支援補助金事業の目的を踏まえ、迅速かつ正確な支援を行い、早
期の交付決定を出来るようにする。



年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和３年度 17 国・県 中小企業地域資源等活用促進事業 492 継続
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 629 ▲137

事業概要 実績
　集客力の高いイベント、展示商談会への出展機会の
提供や専門家によるPR方法・展示の工夫等のブラッ
シュアップを通じて、県内事業者の販路拡大や情報発
信力向上を支援する。

Tokyo Tokyo ALL JAPAN COLLECTION（三重県連
携事業）への出展

取組内容

１　伝統産業・地場産業の魅力増進に向けた取組み
　　Tokyo Tokyo ALL JAPAN COLLECTIONへの出展対応を以下のとおり行った。
    　【出展目的】東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、県内事業者の商品や事業内容の情報発信する絶好の機会であり、三重県
　　　　　　　　　　が出展する「全国自治体PRブース」内へ「三重県産業支援センター」として1コーナー設置し、県内中小企業の商品展示、事業
　　　　　　　　　　内容の情報発信を実施する。
　　　【出 展 日】 令和3年8月6日（金）～8月8日（日）
　　　【会   　場】 東京スポーツスクエア（〒100-0005　東京都千代田区丸の内3-8-3）
　　　【出展事業者】

　　　【展示会の様子】

　　　【出展結果】出展した3日間の来場者数は事務局から公表されていないものの、配布資材の配布状況から少なくとも160名以上が来場した
　　　　　　　　　ものと考えられる。同イベントにおいては商品販売は行わず展示のみとしたため、来場者がその後に購入したかについては、
　　　　　　　　　不明であるが、事業者によってはオンラインショップへのアクセス数が前月比・前年同月比で大幅に増加したことや、展示
　　　　　　　　　ブースにて来場者から購入したいとの声があったとのことであり、コロナ禍での開催であったがPR効果は少なからずあった
　　　　　　　　　ものと思料する。

２　沖縄大交易会等の展示商談会にかかる事業者支援
　　沖縄大交易会等の展示商談会に向け事業者の情報発信力向上にかかるセミナー・勉強会を開催する予定であったが、新型コロナウイルス
　　感染症の影響により開催を見送った。なお、同交易会への出展にかかるサポートや現地での事業者支援は当初予定通り実施した。

担当課 関係部署（国・県）

経営支援課 公益財団法人全国中小企業振興機関協会（国）、雇用経済部 三重県営業本部担当課（県）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等

―

　「Tokyo Tokyo ALL JAPAN COLLECTION」へ展示した商品を取り
扱っている事業者から、ホームページへのアクセス数増加や商品に関
する問合せの増加等、同展示会へ出展したことによる効果は一定あっ
たとの意見が寄せられた。新型コロナウイルス感染症の影響により、外
国人来場者へのPRは叶わなかったものの、首都圏からの来場者に対
して有効なPRは行うことが出来たものと思料する。

課題と対応方針、次年度展望
　当初予定では、「Tokyo Tokyo ALL JAPAN COLLECTION」において当センター職員が現地で対応することとしていたが、
東京都での新型コロナウイルス感染症拡大の影響により県外出張が制限されたことから、外部委託にて対応した。また、
展示商談会等に向けた事業者の情報発信力向上にかかるセミナー等についても開催を見送っている。令和4年度におい
ては、同セミナーの開催について、新型コロナウイルス感染症の影響を極力受けないようオンライン形式での開催とし、展
示商談会においても事業者のサポートに取り組む。

出展商品 商品概要

1 ㈲もんいまぁじゅ 酒粕フィナンシェ
2016年に開催されたG7伊勢志摩サミットで乾杯酒・食中酒として振舞われた「半蔵」「作」の
酒粕を使用したフィナンシェ

2 尾鷲金盛丸 極上まぐろの角煮
「メバチマグロ」のみを使用し、天候やマグロの状態に合わせ最適となるようオリジナルのタ
レでじっくり炊き上げた、ホロホロとした食感の極上の角煮

3 辻製油㈱（うれし野ラボ） 松阪牛万能たれ（黒にんにくレストラン）
じっくり煮込んだ松阪牛の旨味と三重県産黒にんにくの深いコクを合わせて作った、「炒める・
かける・つける・煮る」、幅広い料理に使える万能調味料

4 ㈲伊勢昆布 自分で作れる！生ふりかけ
いりこや昆布など素材そのものの旨味を凝縮し、不足しがちなミネラルやカルシウムを豊富
に含んだ自分で作れる生ふりかけ

5 下津醤油㈱ 伊勢芋かりんとう～おこまさん～
三重県産の原料にこだわり、まろやかな醤油と三重県の伝統野菜である「伊勢芋」の皮を生
地に練りこんだかりんとう

6 超臨界技術センター㈱ / まる信緑香園 OCHATEA～オチャッテ～
水と二酸化炭素のみを利用した特殊なデカフェ技術でカフェインを99％除去、カテキンをその
まま残した安全で美味しい日本茶

7 ㈱稲藤 日永うちわ
釣り竿に使われる女竹1本そのままの使用による骨と柄が一体となった丈夫な作りで、骨組
みが弓のように撓ることで出る優しい風が特徴の三重県指定伝統工芸品

8 ㈲藤総製陶所 / ㈲マルシゲ製茶 萬古焼急須～ひとしずく～
手にぴったり馴染むよう計算された独特の曲線をまとった小ぶりでかわいいフォルムで、大
切な家族や友人のおもてなしに最適な萬古焼急須

出展事業者



年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和３年度 18 県 航空宇宙産業参入促進事業 4,295 継続
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 4,225 70

事業概要 実績
　県内企業の航空宇宙関連産業への参入やビジネス展開を
後押しするため、航空宇宙関連企業との成約に向けた支援を
行う。

　航空宇宙産業に造詣が深いアドバイザー等を配置し、航空
宇宙関連企業の技術的な課題やニーズを把握し、商談等で
は効果的な提案を県内企業が行えるよう支援に取り組む。

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目標　　　実績
・航空宇宙関連産業参入
    ハンズオン型企業支援 ：   　　　　　　１２社 　　１７社
・エアロマート名古屋への出展支援：　　　 ２社     　３社
・みえ航空宇宙産業推進協会（MASIP）
　　の事務局運営（セミナー企画）： 　　　　４回　　　４回

取組内容
１　航空宇宙関連産業参入に向けたハンズオン型企業支援
　　航空宇宙アドバイザーの川井 昭陽（元 三菱航空機（株）社長）、中村 洋明（元 住友精密（株） 取締役）
　により、航空宇宙産業への参入を目指す県内企業に、エアバス社の面談設定、部品提案等のハンズオン支援を実施した。
　（アドバイザーのハンズオン支援企業：北岡鉄工所、三重機械鉄工、大起産業、光精工、東洋工業）
２　エアロマート名古屋 2021への出展支援　　（支援企業：東洋工業、光精工、大起産業）
　　令和３年10月12-14日に愛知県国際展示場にて開催された同展示商談会に向け、出展・商談支援を行った。出展内容、技術のアドバイス、
   技術シーズシートの作成支援、そして、現地にてアドバイザーとともにサポートを行った。展示会後のフォローアップも実施している。
３　みえ航空宇宙産業推進協会（MASIP）の事務局運営
　　MASIPの活動として、県や中部経済産業局、アドバイザーも参加するシンポジウムや講演会等を実施した。
　講演会：「空の産業革命いまとこれから」（株）プロドローン、　「超小型衛星が切り拓く新しい宇宙利用」（株）アクセルスペース

担当課 関係部署（国・県）

技術支援課 雇用経済部 ものづくり産業振興課 （県）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等
○ハンズオン型企業支援満足度
　８件の回答で、「満足」７件、「やや満足」１件
アドバイザーに訪問いただき、助言をいただいた
活動は、十分な満足度が得られた。

○講演会満足度
概ね満足以上：１００％（回答２０人／２５人）
講演会での情報提供は、十分な満足度が得られ
た。

・アドバイザーの助言により詳しい知識を得る事ができ、今後顧客への
具体的な提案ができると考えている。
・航空宇宙分野という高い目標を掲げて開発を行っていくことの重要性
を認識できた。
・想定される顧客情報もいただき、今後の販路開拓に活かせる貴重な
意見交換ができた。
・Nadcap（航空分野の国際認証）取得の準備を進めなければと考えて
おり、その節はアドバイザーの力を借りなければと考える。

課題と対応方針、次年度展望
　 航空業界はまだ厳しい状態となっているが、コロナ後に向けて動き始めており、情報を収集するとともに、新しい課題（軽
量化技術や省エネ化、電動化など空の脱炭素化）への取り組みが必要となってり、情報交換や勉強会などを積極的に行っ
ていく必要がある。
　 これまでに、シンフォニアテクノロジーやNTN、エアバスなど川下に近い企業と情報交換を行った。その結果、少量生産
でもコスト、品質、納期に対応できるサプライヤー企業が切望されている事が共通のニーズとして挙がってきている。
　今後、三重県内の企業にもそのニーズを伝え、対応できる企業とのマッチングを進めていく予定である。

MASIPシンポジウム エアロマート名古屋



年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和３年度 19 市 成長分野等新分野ものづくり・販路開拓支援事業 2,100 継続
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 2,100 0

事業概要 実績
　 四日市市内ものづくり中小企業に対し、成長力・競
争力が期待される航空宇宙・IoT・医工連携などの成
長分野への進出及び既存分野の技術改良等の高度
化を支援するとともに、各々の業種や分野に応じた販
路先開拓の支援を行うことにより、高度部材産業のさ
らなる強化を図る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目標　実績　達成率
１　四日市市内ものづくり
　　中小企業個別支援企業数　　　5件　5件　100.0％

２　展示会での販路開拓支援　　　2件　2件　100.0％

取組内容
１　成長分野等新分野参入・既存分野高度化支援
　①四日市市内ものづくり中小企業との促進活動
　　 　豊富な経験、知識、技術、人脈を持つコーディネーターが企業訪問を行い、企業がこれまで培った技術やノウハウ
　　 を活かしながら、航空宇宙・IoT・医工連携等への参入や既存分野の高度化に向けた取り組みを図ることを目的と
　　 して、市内ものづくり中小企業の課題解決や販路開拓、ビジネスマッチング等を行った。
　 　各企業への支援においては、コーディネーターによる複数回の訪問等丁寧な取組を展開し、５社に対して支援した。
　
    ②情報収集
　　 　企業の展示会等への参加のための情報収集を支援した。（１件）

２　販路開拓支援
　①展示会出展への促進活動
　 　　 四日市市内ものづくり中小企業に対して、各々の業種や分野毎に応じた販路開拓に必要な各種展示会の情報を
　　 提供するとともに、四日市市の産業支援制度の利用促進を行い、出展内容に関する提案等を実施することで、
　　 より効果的な出展内容となるようブラッシュアップを行った。
　
    ②出展サポート・マッチング支援
　　 　 販路先開拓において課題のある企業を中心に見本市への出展を促し、企業のマッチング精度を上げ、確実な販路
     開拓に繋がるよう支援を行った。（１件）

担当課 関係部署（国・県）

中小企業支援課 四日市市商工課（市）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等

－ －

課題と対応方針、次年度展望
　販路開拓支援において、新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、見本市現地での支援等を一部実
施できないものもあった。委託元（市）の条件としてオンライン展示会の支援も対象となっていることから、今
後はオンラインでの支援についても検討したい。



年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和３年度 20 県 ものづくり企業の取引拡大強化支援事業 4,596 新規
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

- - -

事業概要 実績
　新型コロナウイルス感染症の影響により受注機会を
喪失した三重県内のものづくり企業に対し、販路開拓
や取引拡大の支援をめざして「三重ものづくり商談会
2022」を開催した。

　
発注企業数　　申込73社　　商談52社
受注企業数　　申込93社　　商談75社
商談件数　　　　186件

取組内容
１　商談会開催に向けた準備を進めた。
　①開催日時の決定、会場の確保（詳細は下記参照）
　②受発注企業募集の準備（チラシ作成、webサイト掲載、プレスリリース対応等）

２　商談会概要
　①開催日時
　　対面方式：令和4年1月26日（水）13：00～16：00　　オンライン方式：令和4年1月27日（木）～2月2日（水）
　②開催場所
　　津市産業・スポーツセンター メッセウイング・みえ 展示ホールC　（三重県津市北河路町19番地1）

３　参加費
　　無　料

４　参加企業
　　発注企業　申込73社、商談52社、うち新規10社　（対象：全国）
　　受注企業　申込93社、商談75社、うち新規30社　（対象：三重県内）

５　対象業種
　　発注企業：下記の受注企業に対し発注ニーズを有する企業
　　受注企業：鋳鍛造、プレス、金属加工、金型、樹脂、電気電子、ゴム、試作、治工具、設備メンテナンス、
                  表面処理等を手掛けるものづくり企業

６　面談方法
　　対面方式：受発注企業の個別面談（各面談は1回25分、面談回数は最大6回まで）
　　オンライン方式：Zoom、Microsoft　Teams、Google Meet等を利用した個別面談（商談ツールは発注企業側が指定）

担当課 関係部署（国・県）

経営支援課 雇用経済部　ものづくり産業振興課（県）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等
アンケート結果は下記のとおり。
発注企業（有効回答数28件）
①「有益であった」21件（75.0％）、②「有益ではな
かった」1件（3.6％）、③「どちらともいえない」6件
（21.4％）

受注企業（有効回答数37件）
①「有益であった」27件（73.0％）、②「有益ではな
かった」2件（5.4％）、③「どちらともいえない」8件
（21.6％）

商談会によって容易に商談ができた。

ど新たな企業発掘へ躊躇する中、このような機会は大変貴重であった。

催ということで安心感があり、プラットフォーム的な環境提供に感謝して
いる。

が望ましい。

課題と対応方針、次年度展望
課題

今後に向けて

たい。



年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

令和３年度 21 国 地域中小企業外国出願支援事業 1,875 継続
前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 5,905 ▲ 4,030

事業概要 実績
　 海外市場での販路開拓や円滑な営業展開、また模倣被害
への対策を支援するため、進出先において知的財産権（特
許・実用新案・意匠・商標・冒認商標）の取得に係る出願費用
の一部を補助する。
●補助率：1/2
●上限額：
・１企業あたり：300万円
・１案件あたり：特許 150万円／実用新案・意匠・商標 各60万
円／冒認対策商標 30万円※模倣被害対策

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　目標　　　　実績
外国出願支援企業数　          5件       　（特許）2件

取組内容
１　支援の対象
　　県内に事業所を有する中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ（構成員のうち中小企業者が2/3以上を占め
　　る者）。
　　ただし、みなし大企業を除く。
２　支援の主な要件
　　①応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を
　　　 優先権を主張して外国へ年度内に出願を行う予定の案件。
　　②先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
　　③外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国
　　　 における冒認出願対策の意思を有している」こと。
　　④外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
　　⑤収益増大を通じた雇用創出効果等の地域貢献が期待できること。（※当センター独自の選定基準）
　　⑥フォロー（査定状況）調査に協力しない事業者については、申請要件から外れることが明記される。（※今年度より）
３　補助対象経費
　　外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費用等
　　①応募期間： 令和3年5月25日～6月21日
　　②応募件数： 2件（特許 2件）　※計画 5件（特許 3件/商標 2件）
　　③採択企業数： 2社
　　④採択案件数： 2件（特許 2件）
　　⑤確定額（実績額）：1,875千円

＜採択案件内容＞　種別／事業者名［所在地］／確定額（実績額）／出願国／製品内容
１　【特許】藤澤建機㈱［伊賀市］／998千円／米国・中国・サウジアラビア／野菜（植物）工場
２　【特許】㈱ナベル［伊賀市］／812千円／米国・ドイツ・中国／液体用フィルタ
【予算：変更あり】
中部経済産業局より、募集終了後に予算配分見直しへの協力依頼がある。２次公募を行うかどうか状況を確認し、その結
果、変更（減額）申請を行うこととした。なお、前年度は予定より応募件数が増えたため、予算の増額が行われた。

担当課 関係部署（国・県）

経営支援課 経済産業省　中部経済産業局（国）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等

－
　企業を訪問した際に、募集期間が毎年春先なので、募集期間を長くで
きないかとの要望があった。

課題と対応方針、次年度展望
新規申請者の掘り起こし
　採択案件ベースでみると、令和2年度の6件と比べて、申請案件数が大きく減少したが、直近5年間では、2
件から3件程度で推移している。また、過去の採択者が複数回採択される事案もあり、新規案件の掘り起こ
しに苦労している。次年度は、他の関連しそうな事業（例えば、海外サプライチェーン多元化・販路拡大支援
補助金事業）の情報を活用して企業への周知を図るとともに、ＩＮＰＩＴ三重県知財総合支援窓口との連携を
進める。



担当課 関係部署（国・県）

中小企業支援課 雇用経済部　ものづくり産業振興課（県）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等

- -

課題と対応方針、次年度展望
１　高度部材イノベーションセンター事業
　ものづくり産業強化に向けた新製品開発・高付加価値化の促進、DX化の促進を支援する。

２　先端産業分野等企業支援事業
　引き続き県内企業の掘り起こしやフォローアップ支援等を実施しながら、県内のものづくり企業の持つ強みを活かし、DX
の活用及び付加価値の高い製品・技術を生み出す環境づくりの推進を支援する。

事業概要 実績
１　高度部材イノベーションセンター事業
　北勢における企業支援の拠点である北勢支所において、中
小企業等のＤＸの取組支援、課題解決支援及び技術人材育
成支援等を行う。
２　先端産業分野等企業支援事業
　環境・エネルギー、航空宇宙、医療・福祉など先端産業分野
に取り組もうとする企業の掘り起こし、フォローアップ支援を行
う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目標　　実績　　達成率
１　高度部材イノベーションセンター事業
課題解決件数　　　　　　　　　　 　12件　  12件　　１00.0%
ネットワーク形成企業　　　　　　　25者　  21者     84.0%

２　先端産業分野等企業支援事業
企業の掘り起こし　　　　　　　　　  12件    12件    100.0%
企業へのフォローアップ支援　    12件　  12件    100.0%

取組内容
１　高度部材イノベーションセンター事業
　①技術支援コーディネーターによる中小企業等のＤＸ化の取組支援、課題解決支援及び研修の開催による技術
　　 人材育成等を推進した。

２　先端産業分野等企業支援事業
　①新たな研究開発や人材の確保・育成に取組む企業を掘り起こすための企業訪問や啓発活動を行った。
　②訪問した企業で発掘した技術シーズ等により、産学官連携マッチングを進めた。
　③支援が必要な企業に対しては、国、県等の研究開発支援事業の活用等に向けた支援活動を行った。
　④企業へのフォローアップのため訪問し、助言を行った。

前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 9,568 ▲ 218

令和３年度 23 県 先端産業分野等企業支援事業 9,350 継続

年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 35,343 ▲ 17,763

令和３年度 22 県 高度部材イノベーションセンター事業 17,580 継続

年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規



担当課 関係部署（国・県）

中小企業支援課 雇用経済部　ものづくり産業振興課（県）・商工農水部　商工課（市）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等
AMICセミナー満足度調査結果 １　評価された意見

①企業の戦略としての標準化の重要性が分かった。
②規格化・標準化について体系的に理解できた。
③説明が分かり易く、テンポも良かったので非常に聞き易かった。
④DXについて体系的に説明されてよく理解が出来た。

２　改善に向けた意見
優良事例の紹介もいただいたが、他社に対してどのような業務を行った
か等、具体的な内容であればよかった。

課題と対応方針、次年度展望
　セミナーについては、参加者の少ない回もあった。今後は社会情勢も踏まえ、参加者のニーズにより合致したものを目指
したい。

事業概要 実績
　県内ものづくり中小企業間の有機的なネットワークを構築し
ながら、企業のもつシーズを活かした製品開発等における技
術課題の解決を進め、求められるニーズに的確に対応できる
よう、各企業における新規事業の創出を支援するとともに、新
規プロジェクトの創出へつなげる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目標     実績   達成率
技術（AMIC）セミナー等の開催　　　 15件　　16件　　106.0％

課題解決件数　　　　　　　　　　　　　 12件　　12件　　100.0％

DX導入モデル取り組み事例創出数（事業計画策定件数）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2件　　　2件　　100.0％

取組内容
セミナー等開催事業
・強いものづくり企業への転換を支援するため、技術ニーズやシーズ、DX等をテーマにセミナーを開催し、企業・人的ネット
ワークを構築した。
・DXを基本から応用まで学ぶ場として、経営者と現場管理者のそれぞれに向けたコースを持つ「DX寺子屋」を開催した。
・これらの講座やセミナーを通じて企業における変革に向けた機運を醸成した。

課題解決支援事業
・技術支援コーディネーターが企業訪問やセミナー等から技術課題やニーズを発掘し、それら課題の解決のため、産官学
金連携によって、国庫補助金等外部資金獲得支援、大学・公設試験研究機関等との共同研究マッチング支援、産産での
新製品・新技術開発等のためのマッチング支援を行いながら課題解決を促進した。

DX導入モデル取り組み事例創出事業
・ものづくり企業における新たな事業化のため、新技術であるＤＸ等のモデル的な取組を創出するとともに、各企業での事
業計画の策定を支援した。
（開催したＡＭＩＣセミナー）
 ① 題名：「産学官連携で実現する産業競争力の強化　～コロナ禍での新たな挑戦<DXなどの活用も行いながら>～」
 　  日程：令和３年１０月２２日
 　  人数：８９名
 ➁ 題名：「DXはじめの一歩　～DX Ready セミナー～」
 　  日程：令和３年１１月１６日
 　  人数：２０名
 ③ 題名：「新市場創造型標準化制度活用セミナー」
 　  日程：令和４年２月１０日
 　  人数：１６名
 ④ 題名：「産学官連携で実現する地域都市圏の豊かさ　～産業の高度化と快適な都市空間形成の両立を目指して～」
 　  日程：令和４年３月１５日
 　  人数：８８名

前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 3,025 2,992

令和３年度 24 県・市 技術・イノベーション開拓支援事業 6,017 継続

年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

満足
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やや満足
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やや満

足



＊前年度は継続５案件

担当課 関係部署（国・県）

技術支援課 経済産業省 中部経済産業局（国）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等
・コロナ感染再拡大のため、各案件の研究開発委
員会等をWEB方式で実施し、各間接補助機関や
中部経済産業局から一定の評価を得た。事業は
問題なく遂行され、事業終了後のフォローアップ
へと進めていく。
・R3年度の不採択課題については、令和4年度へ
申請意向を調査したうえでフォローアップを実施し
ている。

・各間接補助機関から研究開発委員会、確定検査および精算払を終
え、事業を完了し一定の評価を頂いた。
・中部経済産業局からも事業管理、証拠書類整備について一定の評価
を頂いた。

課題と対応方針、次年度展望
・令和３年度に事業終了したテーマについて、令和４年８月から１０月ごろに最終評価ヒアリングの実施予定。
　各テーマについて各機関の残課題の解決や事業化への取り組みについて、引き続き、フォローを実施する。
・過去の事業終了テーマについて事業化状況調査、フォローアップ調査を行い、中部経済産業局へ報告を行う。
・新規課題案件については、対象企業及び関係機関と綿密に連絡を取り、令和4年度ＧｏＴｅｃｈ事業（サポインの後継事業）
への提案を目指す。

事業概要 実績
　県内中小企業の競争力を強化し継続的なイノベーション創
出を目指し、経済産業省の中小企業を中心とした産学官連携
体の補助事業「戦略的基盤技術高度化支援事業（通称：サポ
イン事業）」への取り組みを、事業管理機関として適切に管理
運営する。技術支援コーディネーターらにより、継続案件の推
進、新規課題の発掘と提案を実施する。

　
　　　　　　　　　　　　　　　　 　目標　　　実績
 継続案件の適切管理 ：   　４件 　　　４件

取組内容
１　継続4案件の適切な推進
　　事業管理機関として、以下の継続４案件の研究開発を適切に推進した。
①【中核企業】　一志精工電機株式会社　　【連携機関】　三重大学、三重県工業研究所
　 【テーマ】安定した高精度プレス加工を可能にする“加工力調整装置”を搭載した金型構造及びプレス生産技術の研究開発
　 【成果】通常の金型に加工力調整装置を付け足す汎用的なシステム構成で、高精度な加工を実現できる技術が開発できた。
②【中核企業】　岩崎工業株式会社　　【連携機関】　岐阜大学
　 【テーマ】注射針による医療事故と感染症の発生リスクを解消した、革新的な動物用無針注射器の研究開発
　 【成果】注射に掛かる一連の作業を30秒以内に短縮できる使い勝手の良い「無針注射器」を開発した。
③【中核企業】　高洋電機株式会社　　【連携機関】　中部大学、三重県工業研究所
　 【テーマ】ウルトラファインバブル・高圧クーラントハイブリット加工による国産ハステロイ製部品の高精度・高能率加工技術の開発
　 【成果】UFB高圧クーラント装置による切削技術を開発し、工具寿命の長寿命化、難削材加工での有用性が確認できた。
④【中核企業】　ミナミ産業株式会社　　【連携機関】　三重県工業研究所
　 【テーマ】ウルトラファインバブル（UFB)を用いた食品の品質改善及びそれに適した発生装置の開発
　 【成果】UFBによる食品の品質改善と保存性の向上を確認し、UFB発生装置及び関連設備の設計と試作を行った。

２　新規課題の発掘と提案
　　中小企業の研究開発動向を注視し、技術支援コーディネーターらにより４件を発掘、以下の２件の課題整理を行い、提案した。
①【中核企業】　鈴木造船株式会社　　【連携機関】　三重大学、三重県工業研究所
　 【課題】造船における革新的リアルタイム3次元計測手法を用いたぎょう鉄作業支援システムの開発
②【中核企業】　松井機工有限会社　　【連携機関】　中部大学、三重県工業研究所
　 【課題】超音波キャビテーション援用切削工法による低侵襲医療用チタン製キーパーツの高精度・高能率加工技術の開発

前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 19,002 ▲ 2,396

令和３年度 25 国 戦略的基盤技術高度化支援事業 16,606 継続

年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規



担当課 関係部署（国・県）

技術支援課 　経済産業省　中部経済産業局 （国）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等
・実証企業が長年の製品開発の過程で協力を得
てきた医師に加え、地元三重県内での協力者とな
る医師（産業医）を見つけることに成功した。
・新規ビジネスモデル発掘については目標とした
結果を得ることができ、現場の重要な課題を適切
に抽出し、解決する方法を検討しているとの意見
を頂いた。

・実証企業：人生100年時代に向けデジタル技術により予防精度の向上
が期待できる。
・新規ビジネスモデル発掘については、事前に想定していないものの発
見も含め、実地の試験では課題の洗い出しにこそ意味があり、ビジネス
化検討に向け洗い出した課題の解決方法について、翌年度以降の課
題をしっかり整理することが大切。今後事業として成り立つ見込みが得
られるように進めていくことが重要との意見を頂いた。

課題と対応方針、次年度展望
・実証企業の課題としては、医療機関への医療機器導入に向けた販路開拓が課題。継続して進める。
・新規ビジネスモデルに関する課題としては、実験レベルでの実証から次の段階である事業化へ向けて開発を推進する
　ため、細かいニーズに対応した設計と高品質な生産対応が可能なメーカーの発掘が課題。引き続き推進する。

事業概要 実績
　本事業では、医療・介護現場の課題・ニーズを捉え、製造業
で導入が進むＩｏＴなどのデジタル技術を活用し「健康分野の
予防サービス」、「介護施設における見守り」、「臨床現場での
事故予防」に取り組むことで、医療・介護現場のＤＸを促進しつ
つ、ヘルスケア分野におけるデジタル技術を活用した新たなビ
ジネスモデルの創出につなげる。
テーマ名：地域の医療介護現場に貢献するデジタル化ビジネ
スモデルの創出

　
　　　　　　　　　　　　　　         　　　　　　目標　　　実績
機関・企業訪問　　　　        　　　　  50件　　　130件
ビジネスモデル化実証支援         　　1件　　　　1件
新規ビジネスモデル発掘　　　　　      3件　　　　5件
展示会出展　　　　　　　　　　　　　　　 5社　　　　5社
専門家活用・セミナー等開催　　　　　 5回　　　10回

取組内容
１　機関・企業訪問
　デジタルヘルスケア分野への参入希望企業や、医療機関を中心に計130件（企業67、医療機関32、その他31）の
　訪問を実施した。

２　ビジネスモデル化実証支援
　橋本電子工業(株)が開発した超音波頸動脈血流モニターを用いた脳血管疾患等の予防・早期診断サービスシステム
　構築、およびそのビジネスモデル化健康診断応用にむけ、以下の支援を実施した。
　①頚動脈血流検査による脳血管疾患等の予防・早期診断について、その有用性の立証
　医師の協力のもと、新潟県内３箇所で健常者を対象に実際に超音波頸動脈血流モニターを用いた頚動脈血流検査を
　実施し、同検査が脳梗塞リスクの簡易スクリーニング検査として有効かどうかを検証した。
　②医療機関による導入に向けた販路開拓の支援
　技術支援コーディネーターが医療機関・検診機関の医師や購買責任者、医療機器製版事業者、介護施設など計15者
　とマッチングの場を設け、頚動脈血流検査の導入拡大に向けた支援を実施した。
  ③令和４年度三重県内企業での採用が決定
　事業成果発表会の参加企業からの依頼を受け従業員の健康診断時に採用（松阪電子計算センター）
　三重県産業医会理事の勤務する企業の従業員の健康診断時に採用（富士フイルムマニュファクチャリング鈴鹿工場）

３　新規ビジネスモデル発掘
　デジタルヘルスケアに関して、介護現場の見守り技術の見える化、医療機器データのリアルタイム把握による見える
　化、栄養摂取、食事データの見える化など、5テーマを発掘し、それぞれ企業、病院、大学、工業研究所等で連携して、
　ビジネスの可能性を検討した。その結果、現場での各種の見える化のトライを実施して、介護施設での実証試験など
　の成果を得た。

４　展示会等出展
　中部臨床工学大会（WEB開催）において、デジタルヘルスケア分野の5社の動画出展を支援した。
　　　　ミエデンシステムソリューション、橋本電子工業、富士製作所、トーチ、水貝製作所

５　専門家活用・セミナー等開催
　　　・セミナー開催5回:臨床工学技士会、第二回メディカルバレー代表者会議、第三回健康福祉システム
　　　　　　　　　　　　開発研究会、生物試料分析科学会、事業成果発表会
　　　・ 専門家活用5回（鈴鹿医療科学大学データサイエンス学科　鶴岡教授）

前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

- - -

令和３年度 26 国 地域産業デジタル化支援事業 9,181 新規

年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規



担当課 関係部署（国・県）

中小企業支援課 商工農水部　商工課（市）、自主事業

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等
＜満足度調査結果＞（令和3年度各科目平均）
　・満足             42.8%
　・やや満足　　　49.8%
　・やや不満        6.0%
　・不満              1.４%

＜評価された意見＞
　・講義で学んだ理論式の一部を、演習ですぐに使用でき、大変理解しやすかった。
　・数式の導出方法について出典などを紹介頂き、分かりやすかった。
　・実演があり参加型で取り組みやすかった。自身の身の回りでも起こりえる
　 事例ばかりだったので、気を付けたいと思った。
　・実際に挟まれや巻き込まれ、被液等を体験出来て、安全の大切さが分かった。
　・演習問題を通じて、前に学んだ知識がもう一度復習と練習ができた。
　・今後、自身の業務を進めるにあたり、本講座で学習した知見を有効活用して
　 取り組めると思った。
＜寄せられた要望＞
　・例題の解説にもう少し時間を費やせていただけると有り難い。
　・説明内容の一部に動画があるとより分かりやすいと思った。

課題と対応方針、次年度展望
・新型コロナ感染症拡大の影響で、5科目について対面講義形式からリモート講義形式に変更した結果、円滑な運営に支
障があった。今後は原因を究明しスムーズな講座運営に努めたい。
・令和4年度はPCを用いた演習を含む科目以外はすべてリモート講義形式とする。実習主体の講座科目は例年通り委託
先企業と綿密に連携し、引き続き感染症対策に努めたい。

事業概要 実績
　化学企業等に従事する技術者および技能者を対象に講座を
開催し、化学技術系人材の育成を図る。

＜講座科目＞
　　　①基礎知識・技術習得コース　　　　8科目
　　　②安全・安定運転体験学習コース　3科目
＜講座受講者数＞
　　　・目標　　　25人
　　　・実績　　　33人
　　　・達成率 　132％

取組内容
１．講座実施日程
　令和3年8月～令和4年1月（新型コロナ感染症拡大により、令和3年9月および10月は中断した）

２．受講対象者
　化学関連企業等において、プラント運転や設備管理等に従事する、新人から中堅の技術者および技能者を対象とした。

３．講座内容
　以下の2コースからなる講座を開講した。
　　①基礎知識・技術習得コース：化学プロセスを構成する各種単位操作の基礎的内容の講義および演習からなる内容。
　　②安全・安定運転体験学習コース：三菱ケミカル社とENEOSマテリアル社が開発された化学プラントにおける不安全
　　　リスクに対応する、実技実習や実験を主体とする内容。

前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 3,253 2,019

令和3年度 27 市・自 化学・プロセス産業人材育成事業 5,272 継続

年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規



担当課 関係部署（国・県）

経営支援課 厚生労働省 東海北陸厚生局(国)、雇用経済部  雇用対策課(県)

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等
◆調査対象数(企業数：145社、求職者数：41名) ・昨今の中小企業における採用難の状況下においてこの様な事業は

　　とても有効であり貴重なものだと思います。(P社)
・オンラインイベントは視聴された遠方者からの問合せや反響があり、
　　コロナ禍では企業・求職者にとって有効な方法だと思います。(T社)
・多くの企業のお話が自宅で子供をみながら聞け感謝しています。
　　とても有意義な時間でした。(30代、女性)
・事業申請では細かくサポートしていただきとても助かりました。(F社)
・即戦力採用に繋がるようなイベントの開催を期待します。(T社)
・近未来の生産年齢人口の大幅減に向けて、県外からの移住労働者
　　を増加させる具体的な策をお願いします。(I社)

課題と対応方針、次年度展望
・新型コロナウィルス感染症の影響により、2年連続オンラインのイベントが主流となり、オンラインでのメリット・デメリット
　　を考慮したうえで事業を推進した。企業や求職者もオンランイベントへの参加に慣れてこられ、大きなトラブルもなく円滑
　　に推進する事が出来た。ただオンラインでは情報が一方通行的になりがちな為、イベント終了後のフォローをしっかりと
　　行う事が必要と考える。
・求職者と企業とが出会って相互に理解しより良い就職及び雇用につながる合同企業説明会のようなマッチングイベント
　　は企業と求職者双方に人気があった。また研修では自分の都合の良い時間を使って行えるｅ－ラーニング等が求職者
　　の間で好評だった。
・2022年度からの3ヶ年プロジェクト(第3期)では、上記課題やアンケートでの要望を各事業に反映して対応していきます。

事業概要 実績
・厚生労働省採択事業として、2019年度からの3ヵ年
   プロジェクト(第2期)の最終年度
・全22事業に対し11事業を三重県産業支援センターが担当
・県内企業(自動車関連産業,食・観光関連産業,情報関連
   産業)に対しては、人材確保・人材育成を目的に
   「雇用創造メニュー」と「雇用拡大メニュー」を提供
・県内企業への求職者に対しては、スキルアップ・就職支援
   を目的に「求職者向け就職支援・人材育成メニュー」を提供

１　アウトプット(事業参加人数)
　　目標：684者　→　実績：1,805者(達成率：264％)
２　アウトカム(雇用創出数)
　　目標：174名(うち、良質雇用数：63名)
　　　　　　　　　　 →　実績：368名(達成率：211％)
　　　　　　　　　　　　　　　　 良質：126名(達成率：200％)
３　離職率(雇入れ/正社員への転換日から1年以内に離職)
　　目標：14.2％以下　→　実績：9.3％

取組内容
１　事業推進・基盤整備メニュー
　①プロジェクト運営・ネットワーク事業 ・推進メンバー11名(リーダー：１名,コーディネーター：9名,事務職員：1名)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・プロジェクト協議会総会：第1回7月書面形式、第2回3月オンライン形式で開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・賛助会員数：438社(自動車関連：180社,食・観光関連：229社,情報関連：29社)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・広報活動：HP開設(7月～)、パンフレット5,000部・各事業チラシ配布等
２　事業主向け雇用拡大メニュー
　①ICT活用ハンズオン事業　　　　　　　・専門家派遣(オンライン含む)：14社41回
　②ICT人材確保支援事業　　　　　　　　・補助金支援企業：18社11名雇用(うち良質な雇用8名)、総補助金額：455万円
　③多様で働きやすい職場づくり事業   ・オンライン「基調講演：ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ経営」参加数：61者、録画配信参加数：51者
　④人材確保出展支援事業　　　　　　　・補助金支援企業(オンライン展示会含む)：20社6名採用、総補助金額：384万円
　⑤外国人材受入支援事業　　　　　　　・オンライン「雇用スタートセミナー1回、外国人受入セミナー6回」参加数：92者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・個別相談会(訪問、電話、メール、オンライン)：19社
　⑥軽量化技術等に係る　　               ・オンライン「軽量化・ﾏﾙﾁﾏﾃﾘｱﾙ化技術習得講座」4ﾃｰﾏ8講座 参加数：206名
　　　　　　　　　　　　　　人材育成事業　 ・専門コーディネーター派遣：3社(1社5回完了、2社3回完了、2社中止)
　⑦製造技術高度化支援事業　　　　　・オンライン「高度ものづくり講座」4テーマ4講座 参加数：158者
３　求職者向け就職支援・人材育成メニュー
　①県内若年求職者等　　　　　　　　　  ・オンライン合同企業説明会 企業参加数：31社、参加数：647名
　　　　　　　　　　　　就職サポート事業　・オンデマンドセミナー「経営者が語る業界の今～経営者目線の就活・採用」
　②女性の就職サポート事業　　　　　　・オンライン「セミナー＆ｅラーニング＆交流会＆実施研修」参加数：346名
　　　　　　　　　　　 　                           ・キャリアカウンセリング40回(うち、チューター制) 参加数：16名
　③外国人留学生等就職サポート事業・オンライン「合同企業説明会＆就職相談会＆企業訪問」参加数：164名

前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 95,273 ▲ 10,389

令和3年度 28 国・県 地域活性化雇用創造プロジェクト事業 84,884 継続

年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規
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担当課 関係部署（国・県）

中小企業支援課 雇用経済部　ものづくり産業振興課（県）・ものづくり・商業・サービス補助金事務局（国）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等
１　評価された意見
①ＤＸとはなにか理解できたことと、色々な企業の悩み、考え、取り組みなどを共有
できたことが非常に良かった。
②講師の秘伝など説明が具体的で分かりやすかった。

２　改善に向けた意見
①今回はコロナの影響もありオンラインでの講習であったため、参加者同士が自社
の取り組みや問題点を話す機会が少なく残念でした。
②グループワークで、業種が異なる会社が集まると、他社の状況がわからず、十分
議論できないと感じた。

課題と対応方針、次年度展望
　DX寺子屋の実施にあたっては、新型コロナウイルスの影響や受講者の都合等により、オンライン開催が主となったこと
で、参加企業間や受講者と講師との交流促進が困難であった。今後WEB上での交流を効果的に実施できるよう方法を検
討していきたい。

事業概要 実績
　データとは何かを理解し使いこなせる技術やデータに基づい
た思考方法を身につけるための講座を、東京大学グリーン
ICTプロジェクトの協力を得て「DX寺子屋」として開講する。参
加企業においては生産工程におけるデータを活用し、生産性
向上計画を策定し、現場改善・経営向上を推進する取組を行
うとともに、講座で習得した技術や考え方の他社展開も図る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目標     実績   達成率
DX寺子屋開催　　　　　　　　　　　　　 24回　　24回　　100％

サポーティングパートナーズの募集　20者　　21者　　105％

事業計画書作成支援　        　　 　  30件　　30件　　100％

取組内容
【デジタルものづくり拠点の設置】
　県内企業が経営上の課題や事業戦略を見直す際にデジタル技術を有効に活用していけるよう「相談」「人材育成」等の機
能を持つ「デジタルものづくり推進拠点」を新たに設置し、7月にキックオフイベントとして、東大ＧＵＴＰプロジェクトリーダー
江崎浩東大教授などの講演を実施した。

【DX寺子屋の開催】
　ＤＸ時代を生き抜くためのＤＸ読み書き（データの集め方・見方）とＤＸそろばん（データの使い方）が習得できる研修とし
て、ＤＸ寺子屋を、ＤＸ推進を目指す県内ものづくり中小企業者等を対象に、2つのコース（① 中小企業経営者向けコース
（対象:経営者）、② 中小企業工場の現場改善コース（対象:現場責任者）で、７月２４日～1月２６日の毎週水曜日（隔週）の
12回開催した。
参加企業：３７社、参加者：７７名

【サポーティングパートナーズの募集】
　県内企業のＤＸを推進するための仕組みとして、企業（ＩＴベンダー等）、団体等をサポーティングパートナーズとして登録
し、県内ものづくり企業のデジタルトランスフォーメーションを推進・支援するためにセミナー等を連携して実施する体制を整
え、4回のセミナーを実施した。

【事業計画書作成の支援】
　ＤＸ寺子屋受講企業が、今後、ＤＸ推進を円滑に進めるために、事業計画の作成支援を行った。その中では、各企業の規
模・強み・抱えている課題、取組段階に応じ、アドバイスを行った。さらに、中小企業診断士による財務諸表を用いた事業計
画の立案指導も実施した。

前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

－ － －

令和３年度 29 国・県 ものづくり企業DX推進支援事業 12,311 新規

年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規



担当課 関係部署（国・県）

　中小企業支援課 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自主事業

満足度調査・ヒヤリング結果 評価された意見・寄せられた要望等
受講者のアンケートから
　　　養成塾の内容； 優れている　　　　 ６２％
　　　　　　　　　　　　　やや優れている　 ２５％
　　　　　　　　　　　　　普通　　　　　　　　 １３％
　　　満足度　　　　；  満足　　　　　　　　 ７５％
　　　　　　　　　　　　　やや満足　　　　　 ２５％
　　　今後の紹介　；  是非紹介　　　　　 １２％
　　　　　　　　　　　　  可能性あり          ７５％

・経験豊かな講師から、実践を交えた講義を受けられ、業務に活かすことができそう
である。
・限られた時間での現場実習で成果を出すことで達成感を味わえた。
・講義内容が濃く、相当の詰め込みでの難しさを感じたが、身についた。
・チームで同一の手法で効果的に行う訓練になったと思う。
・今回学んだ知識・理論・手法についてはこれからの業務で、再度テキストも読み直
して、実践で使っていきたい。
・今回はコロナ禍であったことから、編成チームでの交流（異業種間）での懇親など
も推進できなかった。本来は他社との連携と交流がもっと闊達したかった。

課題と対応方針、次年度展望
・本年度もコロナ禍の影響により、スケジュールの変更等を余儀なくされたが、次年度も引き続き、コロナウイルスの影響が
予測されるため、予測される事態について柔軟な運営を行っていきたい。
・社会情勢を踏まえ、DXに関係した受講内容を取り入れ、さらなる人材教育を目標とする。

事業概要 実績
・東京大学藤本教授の基本理念である「良い流れ」作りの改
　革理論分析手法を身につけられるよう生産革新推進の伝道
　エンジニアを養成する。
・学んだ内容を実践する場として、企業内実習を実施する
　ことにより、実務推進者としての活動可能なレベルの教育
　とする。
・新たに、DXを主体としたICT化の事例や推進内容をカリキュ
　ラムに加え、レべルの高い人材育成を目指す。

　　受講者数（企業現役）　　　　8名（6社）　　(目標：9名)
　　受講者数（支援機関）　　　　0名　　　　　　(目標：1名)

取組内容
製造現場の経験豊富な人材等に対し、座学に加え、製造現場の課題を抱える県内中小企業・小規模企業等において、実
際の改善活動を行う実習を行うことにより、「三重ものづくり改善インストラクター」を養成した。

開催期間　令和３年１１月１９日（金）～令和４年２月４日（金）
　　　　　　　１２日間（座学：６日間、現場実習６日間）
開催場所　座学：四日市市三浜文化会館（四日市市海山道）
　　　　　　  実習：県内ものづくり企業（２社）
受講者　　 ① 企業の製造現場のリーダークラスの従業員（現役）　合計8名
受講料　　 ① 企業現役 ：２４万円
内容　　　　講　　　義 ：概論（ものづくりの基礎概念、競争力と企業パフォーマンス、競争力と企業パフォーマンスほか）
　　　　　　　　　　 　　　 手法（原価低減（VA/VEとコストダウン）、IEの基本（コストと生産性）、正味作業時間とVSMほか）
　　　　　　　現場実習 ：演習（IE実践演習）
　　　　　　　　　　　　　  実習（チームディスカッション、改善・改良案の施策検討、改善案の提案ほか）
講師　　　　東京大学ものづくりインストラクター修了生、三重ものづくり改善インストラクター修了生　ほか

前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 2,762 ▲ 254

令和3年度 30 自 三重ものづくり改善インストラクター養成塾事業 2,508 継続

年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

R3年度 開講式（2021年10月） R3年度 研修・講座（2021年12月） R3年度 研修・実習（2022年1月）



担当課 関係部署（国・県）

総務企画課・庶務経理課 雇用経済部　中小企業・サービス産業振興課（県）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等

－ －

課題と対応方針、次年度展望
・今後もより多くの企業が活用できるよう専門家派遣やコーディネーターの経営相談や技術支援を継続して
いく
・オンラインによる支援やDXを活用した幅広い支援を実施していく。

事業概要 実績
専門性を持つコーディネーターを配置し、相
談対応や専門家派遣、マッチングを行う。ま
た、他の支援機関と連携した情報提供や支
援を行う。

                                     　　目標　　　   　実績　　       達成率
１　専門家派遣件数　　　　　　　28回　　   　   24回　　　　　85.7％
                                         　　       （派遣企業数：5者）
２　中小企業支援担当者向け研修等への参加　　　　　　　　実施なし

３　FMラジオ放送回数　　　　　　　　　　　　　　 12回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（R3年10月～R4年3月）

取組内容
１　国や県などの各支援メニューの特徴、優位性を把握し、個々の企業の経営戦略に応じた適切な支援を
実施した。
２　中小企業等が抱える経営課題を解決するため、幅広い分野における登録専門家から専門性を考慮し、
企業に派遣した。
３　以下の目的のため、FM三重にて県内中小企業者と三重県産業支援センター職員がスタジオで収録を
行い、ラジオ番組を放送した。
　①コロナウイルスの影響の中、県内の頑張る中小企業・小規模事業者を広く紹介する。
　②当センターの認知度を向上させ、事業者の活用を促す。
　③企業広報担当者・三重県産業支援センター職員のPR力の向上を図る。
　④三重県産業支援センター内のタイムリーな告知を実施する。

前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 10,259 ▲ 1,187

令和3年度 33 自 工業技術振興事業 9,072 継続

年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 6,664 ▲ 2,575

令和3年度 32 県 中小企業特定支援等事業 4,089 継続

年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 146,300 2,519

令和3年度 31 県 中小企業支援センター等事業 148,819 継続

年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規



担当課 関係部署（国・県）

総務企画課・庶務経理課 自主事業

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等

－ －

課題と対応方針、次年度展望
特別情報会員に対する特典メニューを充実させ、新たな会員獲得策の検討を引き続き行う。

事業概要 実績
県内中小企業に対して、行政等の多様な
支援策に関する情報を提供することが重要
であるため、継続的に情報提供を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目標　　　実績　　　　　　　　      達成率
１　メールマガジン発行　　　　　36回　　　50回（臨時号含む）　　138.9%
（毎月10・20・30日　３×12）
２　広報誌発行　　　　　　　 　　 3回　　　  3回　　　　　　            100%

取組内容
１　各種セミナーや補助金に関する情報を当センター内の事業に限らず、広く情報収集を行いメールマガジンやホームペー
　　ジを活用して情報提供を行った。
２　月３回のメールマガジンを定期配信するとともに、場合によっては臨時配信を行うなどの柔軟な情報提供に努めた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報紙（Miesc）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　広報紙内告知（中小企業向け）

前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 701 18

令和3年度 35 自 情報化基盤整備事業 719 継続

年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規

前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 1,690 ▲ 37

令和3年度 34 自 特別情報提供事業 1,653 継続

年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規



担当課 関係部署（国・県）

総務企画課・庶務経理課 雇用経済部　中小企業・サービス産業振興課（県）

満足度調査・ヒアリング結果 評価された意見・寄せられた要望等

－ －

課題と対応方針、次年度展望
引き続き適切な運営を行う。

事業概要 実績
評議員会、理事会の開催等、公益目的事業、収益目
的に属さない財団の管理業務や財団全般に係る業務
を行う。

　　　　　　　　　　　 目標　　　　実績　　　達成率
評議員会　　　　　　１回　　　　 １回　　　　100％
理事会                ３回　　　 　３回　　　　100％

取組内容
　評議員会・理事会等の開催
　令和3年4月1日　　　書面による評議員会
　令和3年4月1日　　　書面による理事会
　令和3年5月21日　　書面による理事会
　令和3年6月8日　　　第1回理事会
　令和3年6月25日　　定時評議員会
　令和3年6月30日　　書面による理事会
　令和3年10月12日　書面による理事会
　令和3年10月29日　第2回理事会
　令和4年3月3日　　 第3回理事会
　令和4年3月22日　  書面による理事会

前年度事業名 事業費（単位：千円） 前年度比

同上 20,296 613

令和3年度 36 県・自 法人会計事業 20,909 継続

年度 番号 財源 事業名 事業費（単位：千円） 継続・新規


