
事業名等 実施主体 事業概要
R3年度予算額

（千円）

特に力を入れるポイントとの関係
（下記の該当の数字を記入。複数の記入可。）
　〔①生産性向上に向けた支援　②人手不足への対応の支援　③事業承継の支援　〕

経営革新計画の承認 県（中小企業課）

中小企業が新たな事業活動を行い、付加価値の向上等を図る取組について、実
現可能性の高い計画となるよう、中小企業等経営強化法に基づいて県が経営革
新計画を承認し、承認後についてもフォローアップ支援を実施。承認された中小
企業は、信用保証の特例や日本政策金融公庫の特別利率による融資制度の活
用等の支援措置あり。

事務費のみ ①生産性向上に向けた支援

事業継続力強化アドバイザー派遣事業
（一般枠）

商工会
商工会議所
商工会連合会

意欲と能力のある地域の中核的な担い手経営者を育成するため、経営計画を策
定し自律的に事業活動を行い、将来性のある取り組み（経営革新、地域資源活
用、雇用創出、起業・創業等）を実施する中小企業等を対象としてアドバイザーを
派遣。

13,230
①生産性向上に向けた支援
②人手不足への対応の支援

ものづくり産業総合支援事業
（しまね地域未来投資促進事業）

産業振興財団
地域未来投資促進法に基づき地域経済牽引事業計画を策定し、県による計画承認を受
けた中小企業が行う設備投資等を支援。

15,000 ①生産性向上に向けた支援

ものづくり産業総合支援事業
（経営力強化支援業務運営費）

産業振興財団
業界や企業グループに対し、経営戦略構築や戦略に基づく技術力向上、異分野参入等を
支援。

15,521 ①生産性向上に向けた支援

ものづくり産業事業再構築促進事業（２月補
正）

産業振興財団
県内製造業者が行う新分野展開や業態転換など、事業再構築に伴う経営計画の策定を
支援。

40,000
①生産性向上に向けた支援
②人手不足への対応の支援

異分野進出調査・販路開拓助成金

中山間地域等に本
店を置く建設業者
等で島根県の入札
参加資格を有する
者

建設産業以外の異分野進出のための調査・研究または販路拡大の取組に要す
る経費の一部を助成。

1,500

異分野進出初期投資補助金

中山間地域等に本
店を置く建設業者
等で島根県の入札
参加資格を有する
者

建設産業以外の異分野進出のための初期投資で地域雇用に資する事業に要す
る経費の一部を助成。

8,000

中小企業育成振興資金
（成長企業応援資金）

新たな市場等での事業展開により成長を図ろうとする中小企業者に対する融資。
2,000,000

（A）
①生産性向上に向けた支援

新事業展開強化資金
収益体質強化計画を策定し設備投資を行うことにより収益体質の強化に取り組
む中小企業者に融資する。
特別の法律に基づく事業等新たな事業に取り組む中小企業者に対する融資。

①生産性向上に向けた支援

創業者支援資金 新たに事業を行う中小企業者に対する融資。

中小企業育成振興資金
（経営資産承継資金）

雇用の維持、技術の継承、企業の成長に資する経営資産の承継をする中小企業
者に対する融資。

（A)
①生産性向上に向けた支援
③事業承継の支援

経営改善サポート資金
中小企業再生支援協議会等の支援を受けて作成した経営改善・再生計画に基づ
き改善に取組む中小企業者に対する融資。

経営改善長期借換資金 経営改善計画を作成し、改善に取組む中小企業者に対する融資。

経営力強化支援資金
認定経営革新等支援機関の支援を受けて経営改善に取組む中小企業者に対す
る融資。

①生産性向上に向けた支援

セーフティネット資金
取引先の倒産等により経営の安定に支障をきたしている中小企業者に対する融
資。

再生支援資金 再生の見込みがあり商工調停士の推薦を受けている中小企業者に対する融資。

一般資金 一般設備、運転資金を必要とする中小企業者、小規模企業者に対する融資。

災害復旧資金 災害復旧等に係る資金を必要とする中小企業者に対する融資。

まち・ひと・しごと創生資金
人材投資・働き方改革等による生産性向上、観光施設等の整備、地域商業の整
備、海外展開、環境対応等の資金を必要とする中小企業者等に対する融資。

2,000,000 ①生産性向上に向けた支援

設備貸与制度
産業振興財団
県（中小企業課）

中小企業の創業、経営基盤の強化、経営の革新、及び公害の防止に必要な機
械・設備を産業振興財団が購入し、長期かつ低利で割賦販売を行う。

400,000 ①生産性向上に向けた支援

（１） 産業の成長につながる企業の競争力強化と生産性向上

〈資料２〉中小企業・小規模企業振興基本計画に関する施策一覧表（令和3年度）

　当計画で定めた４つの支援の方向性ごとに、県の支援政策を記載したものです。

　(※　施策の項目欄の「特に力を入れるポイントとの関係」については、
　　【　①生産性向上に向けた支援　②人手不足への対応の支援　③事業承継の支援　】　の3点と関連の深い施策を記載しています。）

①経営基盤強化

【金融制度】（「R3年度予算額」欄の（A）、（B)は、同じ予算額内での制度となります）

商工会議所
商工会
中小企業団体中央
会
商工会連合会
産業振興財団
金融機関
信用保証協会
(県担当課：中小企
業課)

55,000,000
（B)

（B)



事業名等 実施主体 事業概要
R3年度予算額

（千円）

特に力を入れるポイントとの関係
（下記の該当の数字を記入。複数の記入可。）
　〔①生産性向上に向けた支援　②人手不足への対応の支援　③事業承継の支援　〕

ものづくり産業総合支援事業
（ものづくりアドバイザー派遣事業）

産業振興財団 ものづくりアドバイザーを派遣し、課題解決に向けた取組を支援。 30,000 ①生産性向上に向けた支援

ものづくり産業総合支援事業
（製造業の経営基盤強靱化事業）

産業振興財団
デジタル技術の活用等による生産プロセス改善や環境変化に対応した生産体制構築を支
援。

33,000 ①生産性向上に向けた支援

オープンイノベーション活用促進事業 産業振興財団
県内企業等による市場ニーズを踏まえた戦略的な技術開発・製品開発を段階的かつ一体
的に支援するとともに、産学官連携により事業化を促進。

33,700 ①生産性向上に向けた支援

知的財産活用啓発事業 産業振興財団
知的財産総合支援センターを設置し、県内企業が保有する製品や技術の特許等の支援
や知的財産に対する普及啓発を実施。

6,853 ①生産性向上に向けた支援

しまね産学官連携促進支援事業
産業振興財団
県（産業振興課）

県内企業の独自技術や独自製品開発のための技術コーディネーターやアドバイザーを配
置。また、大学等の技術を企業の製品に応用する試験研究を支援。

46,920 ①生産性向上に向けた支援

産業技術センター研究開発事業 県（産業振興課）
県内産業の技術力向上のための新たなシーズ開発、企業との共同研究・受託研究開発、
大学や高専等と連携した技術開発等を実施。

73,550
①生産性向上に向けた支援
②人手不足への対応の支援

先端技術イノベーションプロジェクト（第２期） 県（産業振興課）
県内企業と産業技術センターが密接に連携して、技術革新が見込まれる先端分野や県内
ものづくり企業の特徴に応じたテーマについて研究開発に取り組み、県内企業の技術力
向上を支援。

132,179
①生産性向上に向けた支援
②人手不足への対応の支援

しまねデジタルイノベーション推進事業 産業振興財団
県内企業の競争力強化を目指し、製造現場等でのデジタル技術を活用した生産性向上
のための取組を支援。

11,100 ①生産性向上に向けた支援

ものづくり産業生産プロセス変革支援事業
（２月補正）

産業振興財団
県内製造業者による遠隔操作や自動化など生産プロセスの変革に必要な設備導入等を
支援。

50,000
①生産性向上に向けた支援
②人手不足への対応の支援

事業名等 実施主体 事業概要
R3年度予算額

（千円）

特に力を入れるポイントとの関係
（下記の該当の数字を記入。複数の記入可。）
　〔①生産性向上に向けた支援　②人手不足への対応の支援　③事業承継の支援　〕

商業・サービス業県外展開支援事業 県（中小企業課）
商業・サービス業の事業者が行う、県外の大消費地など新たな市場の開拓を目指す挑戦
的な取組を支援。

30,000 ①生産性向上に向けた支援

ものづくり産業総合支援事業
（首都圏等販路開拓強化事業・戦略的取引
先確保推進事業・国際規格等取得促進事
業）

産業振興財団

首都圏等での展示商談会の開催や販路開拓を支援するためのコーディネーター、アドバ
イザーを配置。
また、競争力強化のための国際規格等の取得支援や、取引先確保のための県外企業へ
の技術習得派遣や技術指導受入を支援。

33,251 ①生産性向上に向けた支援

ものづくり産業総合支援事業
（しまねビジネスセンター（東京）運営管理費
等）

産業振興財団
首都圏における販路拡大に向けた営業拠点となるしまねビジネスセンター東京を設置。ま
た、下請かけこみ寺を県内2カ所に設け、取引適正化を推進。

15,685 ①生産性向上に向けた支援

加工食品外貨獲得支援事業
県（しまねブランド
推進課)

しまね県産品販売パートナー店等との商談や販売促進を通じて、食品製造事業
者の提案力や商品力の向上を図るとともに、県内外での展示・商談会の出展支
援を通じて、バイヤーとのマッチングを促進し、販路拡大を図る。

46,505 ①生産性向上に向けた支援

強くしなやかな食品産業づくり事業

県(しまねブランド
推進課)
産業振興財団
環境保健公社

食品製造事業者の商品開発や設備導入等を支援し、経営基盤を強化するととも
に、地元産原材料利用を後押しすることで、地域内経済循環の拡大を図る。

78,310
①生産性向上に向けた支援
②人手不足への対応の支援

しまね海外ビジネス展開支援事業
県（しまねブランド
推進課）
産業振興財団

海外へのビジネス展開、輸出などにより海外需要を取り込もうとする県内企業に
対し、そのビジネスステージに応じた一連の取組を支援。
また、「島根・ビジネスサポート・オフィス」（バンコク）において、現地での事業展開
や情報収集等の各種相談対応。

91,238 ①生産性向上に向けた支援

しまね食品等輸出促進対策事業
県（しまねブランド
推進課)

農産品輸出拡大に向けた市場調査・販路拡大取組支援、商標更新。 1,218 ①生産性向上に向けた支援

海外展開促進支援事業
県（しまねブランド
推進課）
産業振興財団

県内企業による海外への販路開拓や事業展開に向けた取組を支援。また、産業
振興財団、ジェトロ松江、境港貿易振興会の活動を支援。

50,465 ①生産性向上に向けた支援

企業誘致のための各種助成事業 県（企業立地課）
県内企業の再投資や県外企業の新規立地を推進するため、県条例に基づく立地
計画の認定を受けた企業等に対して、設備投資や雇用助成により支援。

3,649,586 ①生産性向上に向けた支援

企業誘致のための各種助成事業 県（企業立地課）
県内企業の再投資や県外企業の新規立地を推進するため、県条例に基づく立地
計画の認定を受けた企業等に対して、設備投資や雇用助成により支援。（R２繰
越予算）

22,000 ①生産性向上に向けた支援

企業誘致活動と情報収集事務 県（企業立地課）
外部人材を活用して、市町村等の関係機関と連携し、情報収集や企業誘致活動
を実施。

117,555

誘致企業のフォローアップ事業 県（企業立地課） 地元企業や誘致企業に対して継続的なフォローアップ活動を実施。 4,304
①生産性向上に向けた支援
②人手不足への対応の支援

企業誘致のためのＰＲ活動事業 県（企業立地課）
企業立地を促進するために必要な立地環境や立地優遇制度等の認知度向上に
必要なＰＲ活動を実施。

21,021

ものづくり産業販路拡大支援事業（２月補
正）

産業振興財団
県内製造業者のWEBを活用した展示会出展等の取組や、専門商社や営業を代行する事
業者を活用した販路拡大の取組を支援。

39,000 ①生産性向上に向けた支援

②技術力や研究・開発力の向上

③新市場の開拓や販路拡大の推進



事業名等 実施主体 事業概要
R3年度予算額

（千円）

特に力を入れるポイントとの関係
（下記の該当の数字を記入。複数の記入可。）
　〔①生産性向上に向けた支援　②人手不足への対応の支援　③事業承継の支援　〕

若年者雇用対策事業

県（雇用政策課）
ふるさと島根定住
財団
しまね産学官人材
育成コンソーシアム

高校生や県内外に進学した学生に、県内企業等やそこで働く人に触れる機会な
どを関係機関と連携して提供し、島根で働く魅力を伝え、県内就職を促進する。

285,946 ②人手不足への対応の支援

若年者雇用対策事業（２月補正）
県（雇用政策課）
ふるさと島根定住
財団

高校生や県内外に進学した学生に、県内企業等やそこで働く人に触れる機会な
どを関係機関と連携して提供し、島根で働く魅力を伝え、県内就職を促進する。

30,089 ②人手不足への対応の支援

県（雇用政策課）
事業受託団体
島根県シルバー人
材センター連合会

中高齢者向け就職相談窓口を設置し、寄り添い型支援により就業を促進。また、
シルバー人材センターの活動支援を通じて、地域での高齢者の活躍を促進。

43,938 ②人手不足への対応の支援

県（雇用政策課）
地域若者サポート
ステーション

若年無業者等に対して、寄り添い型の支援により就職を促進。また、就職氷河期
世代を含む若年未就業者に対し、県内企業等での就職に向けて、長期、短期の
就労体験の機会を提供。

38,229 ②人手不足への対応の支援

県（雇用政策課）
事業受託団体

新型コロナウイルス感染症の影響により離職した者等に対し、慢性的な人材不足
にある業種への就業を促すため、企業説明会を実施。　【2月補正予算】

2,968 ②人手不足への対応の支援

障がい者の雇用促進・安定事業
県（雇用政策課）
高等技術校
民間訓練機関等

障がい者雇用への理解促進や職業訓練などにより、障がい者が活躍できる就労
を促進。

86,108

県（雇用政策課）
しまね産業振興財
団

プロフェッショナル人材戦略拠点を設置し、企業で必要とされる専門人材の確保
を支援。
また、外国人材雇用情報提供窓口を設置し、県内企業に対し相談対応や情報提
供を実施。

38,182 ②人手不足への対応の支援

島根県中小企業団
体中央会

外国人技能実習生等を受け入れる県内小規模事業者を対象に、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により入国時に必要となる一定期間の待機に要する宿泊費用
の一部を助成。　【2月補正予算】

17,740 ②人手不足への対応の支援

しまねいきいき職場づくり推進事業

県（雇用政策課・技
術校）
商工会議所
商工会連合会
事業受託団体

県内における働き方改革を推進し、働きやすい職場づくりと職場定着を図るため、
若年者から中堅・幹部層の研修を実施するとともに企業が取り組む働き方の見直
しを支援。

62,097

しまねものづくり人財育成促進事業

県（雇用政策課）
しまね産業振興財
団
職業能力開発協会

ものづくり産業を担う人材を育成するための研修実施、長期派遣研修や若手社員
の指導者確保を支援。また、退職等した技術者の情報を集約し（技術人財バン
ク）指導者としての活躍を促進。

43,932 ①生産性向上に向けた支援

島根の職人育成事業
県（雇用政策課）
島根県技能士会連
合会

島根の職人技の継承者を育成するため、ＵＩターン者等の長期の就労体験に係る
経費を助成。

12,695

学卒者等の職業訓練事業
県（雇用政策課）
高等技術校

新規学卒者や若年者等を対象として、職業に就くために必要な技術・技能や知識
を習得するための職業訓練を実施。

134,314 ②人手不足への対応の支援

在職者の職業訓練事業
県（雇用政策課）
高等技術校

在職労働者の職業能力の向上を図るため、より高度な技能・技術・知識を修得す
るための訓練を実施。

51,030
①生産性向上に向けた支援
②人手不足への対応の支援

離職者等の職業訓練事業
県（雇用政策課）
高等技術校
民間専修学校等

離転職者が県内産業で必要とされる、専門的な知識・技術・技能を身につけ、安
定した就業に繋がる訓練を実施。

403,569 ②人手不足への対応の支援

地域活性化人材確保推進事業
県（雇用政策課）
島根県経営者協会

正規社員を求める県内製造業等が、求職者に対して企業の魅力を発信すること
ができる求人の場を提供。

3,587 ②人手不足への対応の支援

観光産業人材育成事業 県（観光振興課）
宿泊・観光施設の魅力向上、人材育成等を目指し、経営者や在職者等を対象とし
た人材育成研修を実施

16,500 ②人手不足への対応の支援

【再掲】
強くしなやかな食品産業づくり事業

県(しまねブランド
推進課)
産業振興財団
島根県環境保健公
社

HACCP義務化等に対応するための研修会開催、相談窓口の設置、専門家派遣
を通じて、食品製造事業者の人材育成を図る。

78,310
①生産性向上に向けた支援
②人手不足への対応の支援

女性の雇用・就業促進事業
県（女性活躍推進
課）
事業受託団体

女性向け就職相談窓口を設置し、寄り添い型支援により就業を促進。 30,501 ②人手不足への対応の支援

中小・小規模事業者等出産後職場復帰
促進事業

県（女性活躍推進
課）
商工会議所連合会
商工会連合会

出産や育児による離職を減らし、従業員が出産後も働き続けることができるよう、
中小・小規模事業者等に奨励金を支給。

122,742

子育てしやすい職場づくり促進事業

県（女性活躍推進
課）
商工会議所連合会
商工会連合会

子育てしやすい柔軟な働き方ができる職場環境づくりに取り組む、中小・小規模
事業者等に奨励金を支給。

57,978

子育てしやすい職場づくり促進事業

県（女性活躍推進
課）
商工会議所連合会
商工会連合会

子育てしやすい柔軟な働き方ができる職場環境づくりに取り組む、中小・小規模
事業者等に奨励金を支給。（Ｒ２繰越予算）

24,000

あらゆる分野での女性の活躍推進事業
女性活躍及び仕事と生活の両立のため
の環境づくり推進事業

県（女性活躍推進
課）
しまね働く女性きら
めき応援会議

女性が働きやすい職場環境整備に取り組む企業を支援するとともに、「しまね働く
女性きらめき応援会議」の事業を通じて女性の活躍を推進。

59,113 ②人手不足への対応の支援

建設人材確保対策事業

県内の建設産業団
体
建設事業者、測量
業者、建設コンサ
ル

建設団体等が外国人・障がい者などの雇用と定着を円滑にする取り組みの一部
を助成する。

5,000 ②人手不足への対応の支援

女性活躍推進員設置事業 県
建設業女性活躍推進員を設置し、女性活躍を目指す事業者に対し、企業訪問・
支援策の情報提供・相談対応を行う。

7,694 ②人手不足への対応の支援

ICT等建設産業生産性向上事業
県内の建設事業
者、測量業者、建
設コンサル

建設産業の生産性向上に寄与する設備等の導入に要する経費の一部を補助す
る。

25,000
①生産性向上に向けた支援
②人手不足への対応の支援

事業名等 実施主体 事業概要
R3年度予算額

（千円）

特に力を入れるポイントとの関係
（下記の該当の数字を記入。複数の記入可。）
　〔①生産性向上に向けた支援　②人手不足への対応の支援　③事業承継の支援　〕

事業承継新事業活動等支援補助金

商工会
商工会議所
中小企業団体中央
会
産業振興財団
県（中小企業課）

企業の行う事業承継を契機とした企業内の体制整備や新たな取組の実行に対
し、商工会等支援機関を通じて経費の一部を補助。また、事業譲渡等、地域に必
要な事業を引き受ける事業者の取組を支援。

80,000
①生産性向上に向けた支援
②人手不足への対応の支援
③事業承継の支援

（３）地域の持続的な発展を支える創業・事業承継の推進

多様な人材の雇用・就業促進事業

産業人材確保対策事業

（２） 多様な人材の確保・育成と定着の推進



事業承継支援体制整備事業
商工会議所
商工会連合会

事業承継を専任で支援する「事業承継推進員」を配置し、商工団体の経営指導員
等と連携しながら、案件の掘り起しから後継者の確保、事業承継計画の策定、承
継に向けたフォローまでの総合支援を実施。

47,079 ③事業承継の支援

事業継続力強化アドバイザー派遣事業
（事業承継枠）

商工会
商工会議所
商工会連合会

事業承継等により事業の継続に取り組む中小企業等を対象としてアドバイザーを
派遣。

61,650 ③事業承継の支援

業界別持続化支援事業
中小企業団体中央
会

組合等を通じて、構成員企業の事業承継に係るビジョン作成や課題解決、人材
育成を支援。

5,713 ③事業承継の支援

新型コロナウイルス対応経営改善支援
事業（２月補正）

商工会
商工会議所
中小企業団体中央
会
産業振興財団

新型コロナウイルスへ対応した事業への転換や、異分野への進出等の取組を支
援することにより事業継続の後押しと、円滑な事業承継を促進。

50,000
①生産性向上に向けた支援
③事業承継の支援

起業家育成・支援事業 県（中小企業課）
市町村等による起業支援体制の強化を支援するとともに、起業家スクール等を通じ、県民
の起業意欲を喚起し、新たなビジネスの創出を推進。

11,627

わくわく島根起業支援事業
商工会連合会
県（中小企業課）

県外からの移住者又は県内在住者が、地域課題解決を目的として新たに起業する場合
や、society5.0に関連する事業承継や第二創業を行う場合に、それに係る経費を支援。

29,150 ③事業承継の支援

あらゆる分野での女性の活躍推進事業
（女性の起業支援事業）

県（女性活躍推進
課）
しまね働く女性きら
めき応援会議

働く意欲はあるが育児・介護など様々な理由で自らの希望に沿った働き方ができ
ていない女性を対象に、資格取得・スキルアップ・多様な働き方等を情報提供す
るセミナーや起業に関心のある女性を対象とした勉強会を実施。

1,520

事業名等 実施主体 事業概要
R3年度予算額

（千円）

特に力を入れるポイントとの関係
（下記の該当の数字を記入。複数の記入可。）
　〔①生産性向上に向けた支援　②人手不足への対応の支援　③事業承継の支援　〕

しまね地域産業資源活用支援事業
商工会連合会
県（中小企業課）

中小企業者や創業者の創意工夫による地域産業資源を活用した新しい事業化への取組
を支援。

21,500 ①生産性向上に向けた支援

小売店等開業支援事業
市町村
県（中小企業課）

小売業、サービス業等の開店予定者に対し、開店に係る初期投資費用を支援。
また、市町村が認定する創業支援を受ける者又は既に受けた者に対し、開店に係る初期
投資費用を支援。

買い物不便対策事業
市町村
県（中小企業課）

地域住民の買い物不便対策として、飲食料品等小売業を開店予定の者等に対し、開店に
係る初期投資費用等を支援。

移動販売・宅配支援事業
市町村
県（中小企業課）

飲食料品等の移動販売に必要な車両、設備の取得費及び運営費等を支援。

商業環境整備事業
市町村
県（中小企業課）

商店街等における顧客利便性確保のための街路灯、アーケード等共同利用施設整備に
係る経費を支援。

地域流通拠点整備事業
市町村
県（中小企業課）

飲食料品等の仕入共同化のための流通拠点整備に係る経費を支援。 ①生産性向上に向けた支援

先端金属素材グローバル拠点創出事業 県（産業振興課）
特殊鋼など素材分野での強みを活かし、産学官金が連携して最先端研究の推進と高度
専門人材の育成により、『先端金属素材の中心「島根」』を創出し、産業発展と人材育成の
好循環を創出。

814,097
①生産性向上に向けた支援
②人手不足への対応の支援

ものづくり産業総合支援事業
（ものづくり産業戦略的強化事業）

県（産業振興課）
集積産業や企業グループの国内外の市場を見据えた経営戦略の構築や、戦略に基づい
た技術力の向上・販路拡大を支援。

3,500 ①生産性向上に向けた支援

石州瓦産業経営基盤強化支援事業 県（産業振興課）
県西部の重要な産業である石州瓦の販路拡大や異分野参入など新たな取組を支援。
また、石州瓦工業組合と産業技術センターとの共同研究により、新たな屋根材等の開発
に取り組む。

57,700
①生産性向上に向けた支援
②人手不足への対応の支援

しまねＩＴ産業振興事業
県（産業振興課）
産業振興財団

県外市場から多くの売上を獲得し、若年層の雇用を創出する産業として持続的な発展を
目指し、人材育成・確保、高付加価値な業態への転換を支援。

290,577
①生産性向上に向けた支援
②人手不足への対応の支援

“ご縁の国しまね”観光総合対策事業 県（観光振興課）
新たな観光商品の開発などを計画している意欲的な事業者や団体に対し支援を
行う。

5,500 ①生産性向上に向けた支援

“美肌県しまね”観光総合対策事業 県（観光振興課）
「温泉」「食」等の地域資源を活かした旅行商品造成と施設整備に取り組む事業
者を支援。

70,900 ①生産性向上に向けた支援

宿泊施設整備支援事業 県（観光振興課）
ウィズコロナ時代における新しい旅のスタイルに対応した宿泊施設の受入環境整
備に係る経費の一部を支援

30,000 ①生産性向上に向けた支援

外国人観光客誘致推進事業 県（観光振興課）
多言語表示などの外国人観光客の受入環境の整備を行う事業者や団体に対し
支援。

5,000 ①生産性向上に向けた支援

【再掲】
強くしなやかな食品産業づくり事業

県(しまねブランド
推進課)
産業振興財団
島根県環境保健公
社

食品製造事業者の商品開発や設備導入等を支援し、経営基盤を強化するととも
に、地元産原材料利用を後押しすることで、地域内経済循環の拡大を図る。

78,310
①生産性向上に向けた支援
②人手不足への対応の支援

【再掲】
加工食品外貨獲得支援事業

県（しまねブランド
推進課)

しまね県産品販売パートナー店等との商談や販売促進を通じて、食品製造事業
者の提案力や商品力の向上を図るとともに、県内外での展示・商談会の出展支
援を通じて、バイヤーとのマッチングを促進し、販路拡大を図る。

46,505 ①生産性向上に向けた支援

浜田港ポートセールス推進事業
県（しまねブランド
推進課)
浜田港振興会

国際貿易港である浜田港を利用した貿易を拡大を図るため、浜田市と連携して浜
田港貿易振興会のポートセールス活動を支援。

28,499 ①生産性向上に向けた支援

【再掲】
企業誘致のための各種助成事業

県（企業立地課）
県内企業の再投資や県外企業の新規立地を推進するため、県条例に基づく立地
計画の認定を受けた企業等に対して、設備投資や雇用助成により支援。

3,649,586 ①生産性向上に向けた支援

【再掲】
企業誘致のための各種助成事業

県（企業立地課）
県内企業の再投資や県外企業の新規立地を推進するため、県条例に基づく立地
計画の認定を受けた企業等に対して、設備投資や雇用助成により支援。（R２繰
越予算）

22,000 ①生産性向上に向けた支援

【再掲】
企業誘致活動と情報収集事務

県（企業立地課）
外部人材を活用して、市町村等の関係機関と連携し、情報収集や企業誘致活動
を実施。

117,555

【再掲】
誘致企業のフォローアップ事業

県（企業立地課） 立地企業に対して継続的なフォローアップ活動を実施。 4,304
①生産性向上に向けた支援
②人手不足への対応の支援

【再掲】
企業誘致のためのＰＲ活動事業

県（企業立地課）
企業立地を促進するために必要な立地環境や立地優遇制度等の認知度向上に
必要なＰＲ活動を実施。

21,021

48,000

（４）地域の強みを活かした経済の活性化


