
（新）小規模事業者支援計画推進事業費

事業の概要

【産業政策課 予算額 19,412千円】事業の目的

・技術向上、新たな事業分野の開拓など、
小規模事業者の経営の発達に資する取組
を支援することを記載した計画

・小規模事業者の災害対応力強化や災害リス
クの認知等を支援する取組を記載した計画

事業継続力強化支援計画

〇計画推進員の配置 （商工会連合会）、計画推進コーディネーターの派遣（商工会議所）

〇小規模事業者等が経営上の個別課題を解決するための専門アドバイザー派遣

◎小規模事業者支援法改正
⇒商工団体と市町による共同申請となるなど、地方公共団体の商工行政を反映

経営発達支援計画

小規模事業者の経営基盤の充実や災害対応力強化等を目的とした「経営発達支援
計画」・「事業継続力強化支援計画」の策定・実施等を支援

◎地域の産業特性に応じた販路拡大や付加価値向上等を図る 「地域産業活性化計画」
を併せて推進

地域産業の活性化・小規模事業者の持続的発展
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（新）長崎県航空機クラスター強化推進事業費

○本県航空機関連産業のサプライチェーンの充実・強化を図るため、設備投資や
技術力向上など、県内企業の状況・段階に応じた支援を実施

事業の目的 【企業振興課 予算額 113,739千円】

事業の概要

・企業間連携による事業拡大等への補助（補助率1/2、補助上限2年間50,000千円）

●企業間連携支援

・大手重工等とのマッチング、展示会出展等を支援
・技術アドバイザー派遣、認証取得セミナーの実施

・技術革新を見据えた大学との共同研究を促進

●ビジネスマッチング・技術力向上支援

●大学との共同研究支援

企業間連携等によるサプライチェーンの充実・強化

・国内外の市場環境の調査等

●県内航空機産業振興に係る可能性調査
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（新）先進地連携型スタートアップ集積・創出促進事業費

○首都圏スタートアップとの交流等により、今後の成長が見込まれるスタートアップ
の県内における創出及び県外からの誘致を促進

事業の目的 【新産業創造課 予算額 21,045千円】

事業の概要

①首都圏連携型実証事業

・長崎の課題を首都圏スタートアップと連携して解決。実証滞在費等の支援

②機運醸成イベント

・首都圏スタートアップと長崎CO-DEJIMAのキーパーソンによるトークイベント

③渋谷のメンター支援者等との交流

・CO-DEJIMAの会員と首都圏スタートアップとの相互利用を支援

●首都圏スタートアップとの連携強化

スタートアップ企業の創出・集積

①県外経営者等とのオンライン相談機能

②スーパーバイザーによる運営支援

●CO-DEJIMAの機能強化
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ロボット・IoT関連産業育成事業費

〇ロボット・ＩｏＴ等先端技術を活用する県内企業の事業拡大や新サービス創出等

の支援に加え、幅広く県内での導入を促進する体制構築と現場実証を実施

事業の目的 【新産業創造課 予算額 107,946千円】

事業の概要

・現場実証を通じて、①サプライヤー企業の技術開発力や企画提案力を引き上げる
②ユーザー企業への先端技術導入促進を図る

●先端技術導入促進事業

・システムインテグレーター育成講座の実施
・長崎大学においてAI、IoT等の先端技術の社会人講座を実施

・製品化に向けた開発実証への補助（補助率1/2）

●専門人材の育成

●ロボット・IoT関連システム開発実証補助金

ロボット・IoT関連企業の育成、先端技術導入促進

・新たに大学、誘致企業等による産学官研究会を設置

●クラスター協議会運営費等
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海洋エネルギー関連産業創出促進事業費

○再エネ海域利用法の施行による洋上風力発電の商用化に備え、県内企業の
共同受注体制の整備強化を促進

事業の目的 【新産業創造課 予算額 92,325千円】

事業の概要

・県内海域への実証事業の誘致に向けたワンストップ窓口の運用、誘致活動の展開
・海域データ提供サービスの構築

●実証フィールド運営機能構築支援

・分野別中核企業の育成、共同受注体制の構築支援
・商用化を見据えた研究開発支援

・長崎海洋アカデミー開講に向けた支援

●洋上風力発電の商用化に向けた取組

●専門人材育成支援

関連企業の集積
海洋エネルギー産業の拠点形成

・ゾーニングマップの作成、促進区域選定に向けた課題整理

●風力発電ゾーニング調査
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移住創業・事業承継促進事業費

事業の目的

事業の概要

【経営支援課 予算額11,709千円】

（１）【新】本県へ移住して創業することを希望している県外在住者に対する取組

○創業準備等に関するセミナーを県外（東京・大阪・福岡）で開催

○県外に居ながらの事業計画策定の伴走支援（中小企業診断士を活用）

（２）廃業予定事業者向けの事業価値簡易査定の実施

○廃業予定事業者に自らの事業価値への気づきを促し、第三者への承継を促進

後継者人材バンク
廃業予定事業者と
創業希望者の情報
を一元管理 廃業予定者

県内の
創業希望者

県外在住の
移住創業希望者

マッチング【新】
県による
創業支援

市町による
創業支援

事業価値の
簡易査定

【事業価値】
店舗・機械装置、
顧客基盤、雇用、
技術・ノウハウ等

○廃業予定事業者の事業価値の簡易査定を支援するとともに、新たに県外在住
の移住創業希望者に対し、セミナーの開催や事業計画の策定の支援を行い、
廃業予定事業者と創業希望者のマッチングを促進
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（新）長崎で輝く！人材マッチング事業費

○ 産業人材確保のため、人材活躍支援センターを設置して、県内求人企業の採用

力向上を支援するとともに、県内外の求職者全般と県内企業のマッチング（無料
職業紹介）を実施

事業の目的

事業の概要

【雇用労働政策課 予算額101,351千円】

センター内に新たに「採用力向上支援員」と「就職支援員」を配置

採用力向上支援員４名
・企業の意識改革支援
・採用難企業の掘り起こし
・伴走マッチング支援

就職支援員 ４名
・県内外からの求職相談対応
・無料職業紹介
・就職支援セミナー開催

収
集
し
た
求
人

求
職
情
報
の
集
約
と
共
有

県
内
企
業

県
内
外
の
求
職
者

人材活躍支援センター・雇用労働政策課
（企業向け産業人材確保対策の総合調整）

産業労働部内各課 長崎県産業振興財団

商工会（連合会）・会議所

ながさき移住サポートセンター

産業雇用安定センター

求
人
情
報
の
収
集

求
職
情
報
の
提
供

求
職
情
報
の
収
集

求
人
情
報
の
提
供
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（新）定置網漁業育成強化事業費

○大型台風や急潮等の気象変化に対応した定置網漁業の経営モデル確立に向け
た漁具の改良等の実証に対する支援等を実施

事業の目的

事業の概要

【水産経営課 予算額71,661千円】

＜事業イメージ＞

（１）気象変化に対応したモデル実証

（２）実証結果による経営モデル確立

（３）研修会の開催

・気象変化に対応した漁具改良、漁撈機器の
機能向上に対して支援

・潮流と網の状態、操業データ等を分析し、本
県の定置網経営に適した経営モデルを確立

・実証結果の周知と地域への普及促進
・気象変化に対する知識の習得

〇漁具改良
：補助率 1/2
：上限事業費 3,000万円

〇漁撈機器の機能向上
：補助率 1/3
：上限事業費 1,000万円

台風の大型化
急潮の発生

台風・急潮による漁具の被害の増加
→漁具修理費用・休漁による所得減

急潮による出漁
見合せの増加

漁具の改良
目合拡大・網の補強・
底層網へ転換等

漁撈機器の向上
クレーンなどの

油圧機器の機能向上

労働力不足
による網揚
げの遅延

水試・漁具
企業等と連
携したモデ
ル実証

実証結果の分析
海域及び操業形態に応じた経営モデルの確立

・実証結果の周知・普及
・気象変化に対する知識
習得

研修会
国庫事業を活用した漁具・漁
撈機器の導入促進
→定置網経営体の経営改善
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長崎産水産物輸出倍増事業費

○海外での本県産水産物のＰＲや輸出国が求める衛生管理体制の充実、ニーズに

応じた商品力強化を図るとともに、新規販路や新たな輸送ルートの開拓を推進

事業の目的

事業の概要

【水産加工流通課 予算額42,306千円】

● ニーズに合う商品づくり

● 衛生管理体制等の充実

● 中国市場における輸出戦略の強化

● 本県水産物のＰＲ

・海外でのフェア・PRの実施等

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

・ＨＡＣＣＰ等の知識啓発、輸出放射能検査の実施等

・中国現地バイヤーと連携した販売プロモーション
・長崎鮮魚15周年イベントの開催
・新規販路や新たな輸送ルートの開拓
・高品質化と輸出規制緩和に向けた協議等

中国（北京）での展示会

米国のシーフードショーによるPR

中国（上海）の輸入博覧会 東南アジアでのPR、商談
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農山村地域力向上支援事業費

○移動支援や買い物弱者対策等の集落維持対策に必要な機能を満たすために積極的に取り
組む直売所のモデル育成とともに、農山村集落が自ら行う移住・定住促進対策を支援

事業の目的

事業の概要

【農政課 予算額 18,221千円】

＜事業内容＞

集落自らが行う移住・定住促進への支援

◆集落自ら実施するワークショップにより、移住希望者が求
める情報や集落の受入態勢を整理し、情報発信を実施

お試し移住体験助成金

◆集落と連携した農泊実践団体等でのお試し移住体験を
推進するため、宿泊金額の１／２を助成

直売所レベルアップセミナー

◆直売所の運営者等を対象として、年間を通し体系付けたセミナーを開催。
参加者は、運営改善のためのステップアップ計画を策定。

直売所バージョンアップ対策

◆ステップアップ計画等に基づき、市町やＮＰＯ等と連携し、
集落維持対策に積極的に取り組む直売所等のモデルを育成。

・仕事の紹介
・空き家等の住宅情報
・相談体制の充実 等

ワークショップによる
情報取りまとめ

移住希望者へ
情報発信

お試し移住体験
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（新）ボランティアと農山村集落の共働による集落維持活動事業費

○中山間地域における関係人口の確保、担い手不足解消のため、中山間地域とボラ
ンティア活動を行う企業等とのマッチングを行うことで継続的な集落維持活動を推進

事業の目的

事業の概要

【農政課 予算額 6,918千円】

＜事業内容＞

企業等のボランティア活動及びマッチング支援

◆企業等のボランティア参加者とボランティア受け入れ集落のマッチングを実施
◆ボランティアを実施する企業等のバス借上料、保険料を支援

ボランティア募集
受入・派遣調整

①農山村ボランティア
(学生、定年者退職等の個人)
②社会貢献に前向きな企業 等

中山間地域
（農山村集落）

ボランティア
センター

県

委託

交通費
等支援

ボランティア
希望者

応募

ボランティアセンター
との仲介など

募集

派遣
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（新）環境制御施設整備費

○花き栽培におけるスマート農業の導入・普及を推進するため、AI等を活用した高
度な環境制御技術の開発に必要な施設を整備

事業の目的

事業の概要

【農政課 予算額 146,693千円】

炭酸ガスや気温・湿度等
を調整することにより、
単収を向上させる技術

環境制御技術

炭酸ガス発生機

ドライミスト
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畜産クラスター構築事業費

○地域特有の実態を踏まえた新たな取組を推進し、地域の中心的な畜産経営体を
育成するため、高収益型の畜産体制（クラスター）構築支援を実施

事業の目的
【畜産課 予算額1,315,542千円】

事業の概要

○ 肉用牛の振興対策

・省力低コスト牛舎等の整備

⇒ 牛舎整備に継足し補助

・牛舎整備を行う農家へ繁殖雌牛導入を支援

○ 中小家畜の振興対策

・酪農牛舎、豚舎、鶏舎等の整備

○ 肉用牛農家の技術力向上・経営改善

・県域または各地域で開催する講習会により地

域の課題を解決

＜畜産クラスターのイメージ＞

コスト削減
高付加価値化
新規需要の創出

TMRセンター
コントラクター

ヘルパー組合

行政

普及センター 畜産コンサル

飼料メーカー
機械メーカー

乳業・食肉センター
卸小売業

ＪＡ生産者

⇒地域の関係者で協議

⇒地域の特性に応じた増頭支援

畜産クラスターによる

地域の連携
増頭・規模拡大
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長崎和牛生産拡大推進事業費

○長崎和牛の生産拡大と農家の所得向上を図るため、優良繁殖雌牛等の導入、肥
育素牛導入に対する利子補給や増頭のための肥育素牛の導入支援、全国和牛
能力共進会に向けた出品候補牛の確保対策等を推進

事業の目的

事業の概要

【畜産課 予算額141,651千円】

○ 長崎和牛の品質向上と生産基盤強化

・ 繁殖能力等に優れた優良雌牛導入支援

・ 高品質の肥育素牛導入支援

・ 肥育及び一貫経営農家の施設補改修（補助率1/3以内）

○ 肥育経営安定に向けた経営改善支援や技術力向上

・ 肥育素牛導入資金借入れに対する利子補給

・ 「長崎型新肥育技術」の普及・拡大や経営改善に向けた肉用牛大学の開催

○ 全国和牛能力共進会に向けた出品対策支援

・ 全国和牛能力共進会「長崎和牛」推進協議会と一体となった

出品候補牛の確保対策を推進
県有種雄牛「勝乃幸」号
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