
主要事業の概要

Ⅰ 活力あるしまね
１．ものづくり・ＩＴ産業の振興

(単位:千円)

NO 区分 事 業 名 予 算 額 概 要 部局名

1 ものづくり産業生産 235,526 ものづくり企業のグローバル競争への対 商工労働部

力・受注力強化緊急 応や国内成長産業への参入に向けた取組を [産業振興課]

対策事業 支援 [中小企業課]

①機械金属、電気電子製品等の製造にお

ける県内サプライチェーンを維持・強

化するため、生産力の高度化や高付加

価値品の生産に計画的に取り組む企業

を支援

・生産設備導入費を助成

［助成率］1/3

［上限額］1,000万円

・生産管理システム導入費を助成

［助成率］1/3

［上限額］500万円

・生産設備等の貸与

［割賦損料］年0.80%

②県内雇用の維持・拡大等に向けて、海

外への事業展開や輸出などにより海外

需要を取り込もうとする企業を支援

・海外進出計画の策定費を助成

［助成率］1/2

［上限額］300万円

・海外展示会出展の輸送費等を助成

［助成率］1/2

［上限額］500万円

・海外進出を支援するため、タイ王国

において現地支援拠点を運営

・海外展示会・商談会、現地情報セミ

ナー、勉強会などを実施

・グローバル人材確保を支援するた

め、有料職業紹介料や現地雇用技術

者の国内研修費の助成などを実施



（単位:千円)

NO 区分 事 業 名 予 算 額 概 要 部局名

2 しまねのものづくり 369,420 ものづくり企業の経営管理・生産管理・ 商工労働部

産業活性化プロジェ 技術力の強化、新規取引先の開拓、新分野 [産業振興課]

クト への進出などを支援

①しまねのものづくり高度化支援事業

県内製造業の競争力強化を図るた

め、生産管理の効率化や技術力の強化

を支援

②技術革新支援総合助成事業

企業の技術革新や取引拡大のための

試作開発・技術開発への助成

③戦略的取引先確保推進事業

県内企業の販売力強化を図るため、

首都圏等の県外市場開拓等を支援

④ものづくり産業戦略的強化事業

業界や企業グループに対し、国内外

の市場を見据えた経営戦略の構築や戦

略に基づく技術力向上、販路拡大を支

援

⑤特殊鋼産業クラスター高度化推進事業

特殊鋼関連産業の成長分野への進

出、発展基盤の強化を支援

⑥しまね産学官連携促進支援事業

大学の研究シーズと企業ニーズのマ

ッチングを推進

⑦地域産学官共同研究拠点事業

島根先端電子技術研究拠点を活用し

た電気電子材料等に関する共同研究や

人材育成等を実施

3 ものづくり産業中核 22,755 技術革新や次世代技術に対応できる中小 商工労働部

技術者育成事業 企業の技術者の養成研修を実施 [雇用政策課]

①設計、製作、制御、検査等の体系的な

実習講座

②企業に講師を派遣するオーダーメイド

型の実践的な教育訓練



（単位:千円)

NO 区分 事 業 名 予 算 額 概 要 部局名

4 しまねＩＴ産業振興 401,338 収益性の高い産業構造への転換を進める 商工労働部

事業 ために、人材育成、技術力強化、販路開拓 [産業振興課]

等を支援 [企業立地課]

１ 人材の育成・確保

①実践的な人材育成

・OSS、Ruby講座や学生Ruby合宿、中学

生・高校生Ruby教室の開催

・専門高校・専門学校とIT企業の連携に

よる共同企画講義

・高校生以下の学生を対象としたプログ

ラミング甲子園の開催 【新規】

②戦略的な地域IT人材の確保

・首都圏等でのIT人材誘致コーディネー

ターの配置

・交流会、求人広告サイト掲載、県内学

生等との人材マッチング支援

・OSSコミュニティのミーティングを県

内に誘致 【新規】

・県内IT企業と都市部のRubyエンジニア

との交流支援 【新規】

２ 技術力強化・販路開拓

①企業の技術力強化

・先進企業等への派遣研修支援

・新技術の開発や自社固有製品・サービ

ス開発（改良を含む）の支援

・パートナー企業と一体となった新ビジ

ネスモデル開発への助成

②企業の販路開拓強化

・スーパーアドバイザー導入によるビジ

ネスモデル構築支援、販売支援スタッ

フ配置による首都圏での展開支援

③先進的技術情報の発信

・先進的な利用事例、技術情報を発信す

るための国際的なイベントの開催

・国内外の企業を対象としたRuby bizグ

ランプリの開催 【新規】

３ 研究開発支援の強化 【新規】

・研究成果を県内企業に技術移転

・県内IT企業及びエンジニアへの技術的

サポート

４ トレンドリサーチの実施 【新規】

・IT産業の動向把握と県内IT産業の支援

策の検討



（単位:千円)

NO 区分 事 業 名 予 算 額 概 要 部局名

5 先端技術イノベーシ 286,000 新技術及び新製品を研究開発する県内企 商工労働部

ョンプロジェクト 業を支援するため、県内での事業化が可能 [産業振興課]

なテーマを選定し、産業技術センターが県

内企業と連携して研究開発の取組を推進

①取り組むテーマ

・特殊鋼・素形材加工技術強化

・溶射・気相製膜発展技術開発

・レアメタル代替技術開発

・次世代パワーエレクトロニクス技術開

発

・熱・シミュレーション応用技術開発

・ヒューマンインターフェイス技術開発

・有機フレキシブルエレクトロニクス技

術開発

・高齢化社会対応の機能性素材開発

・感性数値化・食品等高付加価値化

②既存テーマのフォローアップ研究

6 石州瓦産業経営基盤 56,500 石州瓦産業の経営力・生産力の強化を図 商工労働部

強化支援事業 るためH24年度に策定されたアクションプ [産業振興課]

ランの実行を支援

①市場創出や生産改善等に向けた取組を

支援

・西日本の重点市場や東日本、海外市場

での販路開拓支援

・石州瓦を活用したデザイン住宅（和モ

ダン）等ブランド化支援

・新製品開発や焼成技術等の研究会開催

など

［事業主体］石州瓦工業組合

②石州瓦の利用促進のため、石州瓦を使

用する屋根工事を伴う新築住宅に対し

て助成

［助成件数］約570件

［助成上限額］7万円

［事業主体］石州瓦工業組合



(単位:千円)

NO 区分 事 業 名 予 算 額 概 要 部局名

7 新規 島根発ヘルスケアビ 60,000 「健康」をキーワードに、地域資源を活 商工労働部

ジネス創出支援事業 かし、多様な分野が連携した新たなビジネ [産業振興課]

ス創出の取組をモデル的に支援

①協議会を設置し、ヘルスケアビジネス

の方向性を検討

②新ビジネスの創出に向けた実証事業を

実施

［想定する新ビジネス］

・ＩＴを活用した健康ビジネス

・医福農商工連携による「ものづくり

産業」

・ヘルスツーリズム

・生活支援ビジネス

8 新規 しまね食品産業総合 67,419 食品産業を入口（商品づくり）から出口 商工労働部

支援事業 （販路開拓・情報発信）まで一体的に支援 [しまねブラ

①県産品商品力向上支援事業 ンド推進課]

売れる商品づくりを支援

②衛生・品質管理体制整備事業

国内小売店や輸出相手国が求める品

質・衛生管理体制のレベルアップを支

援

③食品展示会等出展支援事業

大規模な展示会への出店を通じた、

全国のバイヤーとの商談会を支援

④インターネットを活用した県産品販路

拡大事業

Web物産展・セミナーの開催や楽天

大学の受講料の助成

⑤食品産業収益力強化支援事業

営業戦略アドバイザーによる営業人

材養成講座や相談事業を実施し、県内

企業の営業力を強化

⑥しまねの食魅力発信事業

島根県ならではの食材や調理法、そ

れらのバックボーンなどを含めたPRを

実施



(単位:千円)

NO 区分 事 業 名 予 算 額 概 要 部局名

9 輸出拡大支援プロジ 35,000 海外市場に向けた県内企業の販路拡大、 商工労働部

ェクト 海外市場での競争力強化等の取組を支援 [しまねブラ

①輸出拡大支援事業 ンド推進課]

県内企業等の海外への輸出、販路拡

大や事業展開に要する経費の助成

［助成率］1/2

［上限額］100万円

(セミナー、商談会を主催する場合の

上限額は150万円）

［採択方法］

企業の計画等を審査会で審査の上、決

定

②県産品海外販路拡大事業

県として重点的に取り組む品目、国

（地域）について、企業、専門家と共

同で集中的なマーケティング活動を実

施

10 浜田港ロシア貿易発 15,500 浜田港を起点としたロシア貿易を促進す 商工労働部

展プロジェクト るため、官民一体となってロシア市場の開 [しまねブラ

拓を推進 ンド推進課]

①物流・円滑化対策

コンテナ荷主支援やシー＆レール輸

送を支援

②ロシアビジネス支援体制の強化

浜田港のサポートデスク、ウラジオ

ストクビジネスサポートセンターの双

方から企業の貿易拡大を支援

③ロシア欧州部商流確立対策

国際見本市への出展、商談会開催を

支援



(単位:千円)

NO 区分 事 業 名 予 算 額 概 要 部局名

11 企業立地促進のため 2,660,975 企業の初期投資の軽減等を行う各種助成 商工労働部

の各種助成事業 制度により、本県への誘致や県内既存工場 [企業立地課]

・事業所の増設等を推進

[主な助成制度]

①企業立地促進助成金

製造業、ソフト産業、ソフト系IT企

業を対象とし、投資額や雇用の増加人

数等に応じて助成

②生産拠点化支援補助金

他県に工場を有する企業が県内工場

を生産拠点化する場合の設備投資額に

対し助成

③ソフト産業・IT産業への支援制度

・ソフト産業家賃補助金

・ソフト系IT産業航空運賃補助金

・ソフト系IT人材確保・育成補助金

・ソフト産業等通信費補助金

④中山間地域雇用基盤強化支援【新規】

中山間地域での雇用維持のため、市

町村と協調して企業の設備投資を助成

⑤ITしまね開業支援 【新規】

県外IT技術者の県内での事業所開設

経費の助成、県内での体験ツアーの実

施

12 建設産業経営革新促 118,957 建設産業の経営の多角化・新分野進出な 土 木 部

進事業 どの経営革新に向けた取組を支援 [土木総務課]

①新分野進出コーディネート事業 [技術管理課]

②経営力強化アドバイザー派遣事業

③新分野進出支援事業助成金

新分野進出のための初期調査、販路

拡大・事業拡張のための費用への助成

［助成率］2/3

［上限額］70万円

④新分野進出促進事業補助金

新分野進出、事業拡張のための初期

投資への助成

［助成率］1/3

［上限額］400万円

など


