
（新）地域産業活性化支援事業費

事業の概要

【産業政策課 予算額27,300千円】

○県内各地域毎に策定した地域産業活性化計画の目標達成に向けて、商工会・商
工会議所を中心に各市町および事業者等と連携した取組に対する支援を実施

事業の目的

地域産業活性化支援スキーム図

広域支援チーム（広域経営指導員）
＜県商工会連合会＞

【商工会】 【商工会議所】
専門コーディネーター
＜各商工会議所個別＞

○○地域産業活性化推進会議（全体推進）

●推進会議のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ
●計画・目標の進捗管理
●経営指導員へのOJT指導
●地域資源を活かした支援 等

≪支援内容・役割≫

派遣 派遣

専門アドバイザーの派遣＜個別具体的案件へのサポート＞
（例） 商品開発デザイン・パッケージ、販路開拓、マーケティング戦略、

地域ブランディング、ＩＣＴ活用、外国人対応など

□□地域産業活性化推進会議（全体推進）

≪構成メンバー≫
商工会・商工会議所、市町、業界団体（中央会・組合）、各種団体（ＪＡ、ＪＦ、観光協会、ＮＰＯ）、事業者 等

≪活動の特徴≫
◎各地域の特性を活用し、生産性・付加価値向上が期待できる分野を「特に注力する分野」として設定
◎上記を踏まえた「地域産業活性化計画」を策定し、目標を共有
◎ワーキングチームを設置し、各分野別に計画推進することで、各事業者の取組を有機的に連携
◎外部専門家との活動の中で、経営指導員の資質を向上



新成長ものづくり産業生産性向上・拡大支援事業費

○成長ものづくり５分野（造船・プラント、産業機械・ロボット、半導体、航空機、組込・

ＩｏＴ）における企業間連携に伴う事業拡大・生産性向上への取組を総合的に支援

事業の目的

事業の概要

【企業振興課 予算額233,565千円】

県内発注
・

波及拡大

市場ニーズに対し、個社の技術力を企業間連携によりパッケージ化

県内中小企業

企業間連携による県外需要の更なる獲得

【造船・プラント分野】
新規取引先の確保等の経営多角化やﾒﾝﾃﾅﾝ
ｽ等の新たなﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの充実強化 等

＋＋
＋ ＋＋＋

大企業中小中堅 中小 中堅 中小 中小中小 中小

【提案・伴走型支援】
成長ものづくり分野別担当コーディネーター、県担
当者によるチーム編成で、企業間連携を促進

【事業補助金（グループ単位）】
・補助率：対象経費の１／２
・補助上限：50,000千円（1グループ、2年間）

県内中小企業 県内中小企業 県内中小企業 県内中小企業 県内中小企業

【航空機関連分野】
県内ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの育成・強化によるｴﾝｼﾞﾝ部品
製造分野の拡大に取り組む企業群 等

【産業機械・ロボット関連分野】
ロボットのカスタマイズ加工や制御
システム開発に取り組む企業群 等

例

県内発注
・

波及拡大



長崎県次世代情報産業クラスター協議会（仮称）

（新）ロボット・ＩｏＴ関連産業育成事業費

○県外需要の獲得を図るため、県内ロボット・ＩｏＴ関連の分野において、高度専門
人材の育成及びサプライヤー企業の技術と県内中小企業ニーズとのマッチング
等により、ロボット・IoT関連企業の事業拡大・新規参入・新サービス創出を促進

事業の目的

事業の概要

【企業振興課 予算額89,262千円】

◎普及啓発セミナー

【大手ロボットメーカー等連携】
◎システムインテグレーター育成講座

◎基礎講習会

ロボット・ＩｏＴ関連の事業拡大、新規参入、新サービスの創出

◎開発実証補助金
補助率：1/2（補助上限：10,000千円）

【長崎大学連携】
◎先端技術（ＡＩ関連）習得講座

★ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟの伴走型支援

★事業化マッチング（企業間連携）

事
業
化

★事業化ニーズの発掘

◎外部資金獲得支援



（新）食品づくりステップアップ事業費

○成長が見込まれる分野への進出意欲のある企業・団体の新商品開発、中堅企業
の販路開拓及び小規模事業者の伴走型経営改善など、食料品製造事業者に応じ
た総合的な支援を実施

事業の目的

事業の概要

【食品産業・産地振興室 予算額19,806千円】

①プレミアム市場→プチ贅沢をはじめとした高付加価値高単価商品（例：旬さば缶詰）

②特定市場（機能性食品、介護食等）→健康志向ニーズ等を捉えた商品（例：ワンダーリーフ）

③個食・中食・外食市場→優れた加工・保存技術によるニーズ対応商品（例：レトルト加工食品）

●成長市場進出への支援

各市場への進出
可能性検討

アドバイザーとの
意見交換

試作品の製作、
成分分析等

求評会・マーケット
ニーズ反映 商品化

●業界を牽引する中堅企業の育成

○労働生産性向上を図るため、財務分析から商品開発までの伴走型経営改善支援を実施すると

ともに、経営指導員により他の小規模事業者へ横展開を図り、効果を拡散

●小規模事業者の意識・意欲の引き上げ、経営改善支援

○少数精鋭型のワークショップ、個別指導による実践的販売手法を習得し、売上げ増を実現

高付加価値獲得ビジネスモデルの普及と好循環の創出



（新）サービス産業振興加速化事業費

○サービス産業の生産性向上等の取組を加速化させるため、商工団体や大学等と
連携しながら、業界団体単位での取組を支援し、成功モデルを他の業界団体に波
及させ、サービス産業の底上げを促進

事業の目的

事業の概要

【商務金融課 予算額18,883千円】

１ 業界団体の目標設定
・生産性向上セミナー
・先進事例研究

２ 業界団体内の個社支援
・業務プロセス分析
・生産性向上に向けた計画策定支援
・計画の実践支援

３ 業界団体で
成功モデルを共有 ４ 他の業界への

さらなる波及



（新）新水産業経営力強化事業費
（新）水産業所得向上支援事業費

○収益性の高いモデル型経営体の取組事例の普及を進め、漁業所得の向上と
優良経営体の育成を推進

事業の目的

事業の概要

【漁 政 課 予算額113,442千円】
【経営支援室 予算額 14,870千円】

○浜における中心的漁業経営体の育成を支援

モデル経営体候補 ⇒重点的に支援

優良経営体候補⇒効率的に支援

◆支援イメージ

【水産業所得
向上支援事業】
経営指導・計画策定

・地域における先駆的な経営計画
・優良事例を参考にした経営計画

策定

【現況】
・漁場探索時間が長く、燃油代が多額
・漁業所得：250万円

・新たな漁法､漁労技術など当該地域に事例が
ない先駆的な取組を内容とする経営計画を策定

・優良経営体(既経営計画策定者)の取組を参考に
した経営計画を策定

経営計画のイメージ

【新水産業経営
力強化事業】

【成果】
・探索時間減＝操業時間増⇒漁獲増
・燃油消費削減⇒低コスト化

⇒漁業所得350万円達成

地 域 へ 波 及 ･ 普 及

○計画達成のための機器整備等を支援

＜主な事業内容＞

経営計画支援対策

個別の経営指導・支援体制によりモデル化･
優良化に向けた指導､フォローアップを実施

経営計画に基づく漁業者の個別の所得向上取組を支援

経営支援協議会

構 成：県､系統団体
機 能：方針決定･調整

地域作業部会
構 成：普及ｾﾝﾀｰ､市町､系統団体､漁協等
機 能：漁業者経営指導､相談窓口

（県内６箇所）

経営指導ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
委託先：県中小企業診断士協会

機 能
指導支援

・指導職員の養成
・経営指導
（経営計画策定指導）

経営安定化･強化､
所得増を目指す

漁業者

協議会･作業部会・
サポートセンターが
連携し指導

漁場探索を効率
化できる機器
（ソナー）の導入



＜主な事業内容＞

事業の概要

【水産加工流通課 予算額48,114千円】

輸出拡大に向けた流通・販売強化、販路開拓事業費

養殖マグロ 養殖ブリ 養殖アジ

中国・米国 米国・香港 米国

346百万円増 1,440百万円増 37百万円増

● ニーズに合う商品づくり

魚種毎の輸出目標と主なターゲット市場

● 本県水産物のＰＲ

・中国現地バイヤーと連携した販売プロモーション
・シンガポールでの料理店フェア開催

・市場調査や海外バイヤー招聘におる現地の
価格・嗜好、既存商品の改善点等の把握

● 衛生管理体制等の充実

・HACCP等の知識啓発、輸出放射能検査の実施等

・日ＥＵ・ＥＰＡの大枠合意を踏まえ、ＥＵへの輸出の
実現へ向けた、ＥＵの市場調査を実施

● 【新】新たな輸出先の開拓

中国でのＰＲシンガポールでのＰＲ

○平成３２年度までに水産物輸出額３０億円の目標を達成するため、輸出に対応した
衛生管理体制の充実や更なる販路拡大等に取組み、水産物の輸出を促進

事業の目的



（新）食品加工センター整備検討費

○６次産業化や農商工連携等の食品の高付加価値化、ブランド化を促進するため、
食品加工センターの整備を検討

事業の目的 【農政課 予算額 2,110千円】

事業の概要

○外部委員会（整備検討会）の開催 720千円

・内部で検討した施設整備計画案（業務内容、施設の機能、機器等）について、外部有識者の

意見を聴取

○職員の研修派遣 1,390千円

・本県農産物を活用した高度な食品加工開発に関する職員の技術向上のため、先端技術を

有する研究機関等へ職員を長期派遣

食品加工センター

外部委員会

技術相談 新商品開発支援

等

機能

http://kashiwazaki-portal.net/wp-content/uploads/2014/08/3f9297b5f1b6fb9c91bc4bb9e5c2c036.gif
http://kashiwazaki-portal.net/wp-content/uploads/2014/08/3f9297b5f1b6fb9c91bc4bb9e5c2c036.gif


（新）チャレンジ園芸１０００億推進事業費

○H37の園芸産出額1000億円達成を目指し、環境制御技術などのイノベーションに
よる収量・品質の向上、作業の分業化、省力化による担い手の規模拡大を推進

事業の目的 【農産園芸課 予算額109,817千円】

○施設園芸対策事業

（環境制御機器導入等）

補助率：1/2～1/3

事業の概要

○露地園芸対策事業

（圃場管理システム導入等）

補助率：1/2～1/3

＜圃場管理システムイメージ＞

○果樹対策事業、

労働力支援事業 等

補助率：1/2～1/10

＜環境制御機器イメージ＞
作物にとって最適な栽培環境をつくることで、収量・品質を向上

生育期間中の適期管理（灌水、追肥、防除等）により収量・品質を向上



（新）ながさきアグリイノベーション技術実証事業費

○H37の園芸産出額1000億円達成に向けて、大規模園芸産地、畑地化された水田

における園芸品目の低コスト、省力化、高品質化のため、ＩＣＴやロボット等のイノ
ベーション技術を開発、改良、実証し、現場への普及を通じて農業所得の向上を
推進

事業の目的 【農産園芸課 予算額11,801千円】

事業の概要

推進会議
（県、全農長崎）

研究開発
プラットフォーム
（県、企業、大学、
国研究機関）

研究
コンソーシアム
（県、企業、大学）

＜推進体制＞

各部門ＰＴ
《野菜・果樹等》

技術改良
（県、企業）

現地実証
（県、ＪＡ部会）

●事業展開イメージ（ばれいしょの例）

日々のデータ

生育・発生予察システム

各種データの利用

○気象データ
（アメダス、気温、湿度等）

○収量予測システム（6-10年）
○病害発生予察システム（3-5年）

○フィールドサーバーによる気象データ
（温度、湿度など） （2年以内）

○ドローンによる画像収集
（生育状況） （10年以内）

作業時期を逃さない栽培管理

自動化された超省力化農業

①ドローンによる
防除技術確立
（2年以内）

②自動収穫機の評価、
改良（5年以内）

フィードバック


