


当財団は、和歌山県の地域産業技術の振興

を図るとともに、創業や中小企業等の技術及

び経営の革新、新事業の創出など、様々な局

面における技術開発、人材育成、市場開拓、

資金調達など、県内企業の多様な活動を総合

的に支援し、もって地域経済の発展に寄与す

ることを目的に設立された県内唯一の中小企

業総合支援機関です。

この「事業報告誌」は、当財団の活動を各事業ごとにその内容

及び前年度実績等をまとめたもので、当財団を知る一助にご活用

いただければ幸いです。

当財団は、今後とも、県内中小企業等や創業者のニーズに職員

一丸となってお応えしていく所存ですので、お気軽にご連絡・ご

相談・ご活用いただきますようお願い申し上げます。

公益財団法人
わかやま産業振興財団

理事長 島 正 博

当財団は、和歌山県の地域産業技術の振興

を図るとともに、創業や中小企業等の技術及

び経営の革新、新事業の創出など、様々な局

面における技術開発、人材育成、市場開拓、

資金調達など、県内企業の多様な活動を総合

的に支援し、もって地域経済の発展に寄与す

ることを目的に設立された県内唯一の中小企

業総合支援機関です。

この「事業報告誌」は、当財団の活動を各事業ごとにその内容

及び前年度実績等をまとめたもので、当財団を知る一助にご活用

いただければ幸いです。

当財団は、今後とも、県内中小企業等や創業者のニーズに職員

一丸となってお応えしていく所存ですので、お気軽にご連絡・ご

相談・ご活用いただきますようお願い申し上げます。

公益財団法人
わかやま産業振興財団

理事長 島 正 博



＊ 注 記 ＊

本誌中における金額は、特に記載のない限り、
単位は「千円」です。

「実績と成果」は、平成３０年度の内容です。

＊ 凡 例 ＊

ＰＭ ＝プロジェクトマネージャー
ＩＭ ＝インキュベーションマネージャー
ＣＤ ＝コーディネーター



戦略産業雇用創造プロジェクト事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　　　　　　（３）情報提供事業・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　（４）技術交流促進事業・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　（５）企業交流促進事業・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　（６）広域的新事業支援連携促進事業・・・・・・・・・
中小企業知的財産戦略支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
戦略的基盤技術高度化支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　　　　　　（２）専門技術研究会事業・・・・・・・・・・・・・・

（１）研究開発強化事業・・・・・・・・・・・・・・・・
（２）技術・知的財産強化事業・・・・・・・・・・・・・

国際経済交流支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
わかやま中小企業元気ファンド事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
わかやま農商工連携ファンド事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
わかやま産品販促支援事業（１）海外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　（２）国内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
販売力強化支援事業（わかやまビジネスサポートセンター）・・・・・・・・・・・
中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業事業計画確認事業・・
わかやま産業技術振興事業（１）技術研修事業・・・・・・・・・・・・・・・・・

わかやま企業成長戦略事業（技術・研究）

（８）和歌山県よろず支援拠点事業・・・・・・・・・・・

目　　次

わかやま企業成長戦略事業（経営・販路）
（１）中小企業支援センター事業（総合相談窓口）・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　  (情報提供）・・・・
（２）専門家設置事業・・・・・・・・・・・・・・・・・
（３）専門家派遣事業・・・・・・・・・・・・・・・・・
（４）経営支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（５）取引あっせん事業・・・・・・・・・・・・・・・・
（６）成長企業支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・
（７）ものづくり改善支援事業・・・・・・・・・・・・・

（９）和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点事業・・・



事業名

R1予算額 国 県

計　画
と

変更点

事業名

R1予算額 国 県

計　画
と

変更点

― その他 ―

　１　わかやま企業成長戦略事業（経営・販路）（１）中小企業支援センター事業
　　　　 担当：経営支援部　吉田PM
　　　　　　　　経営支援部企業支援班　中尾副主査
　　　　　　　　経営支援部　佐古下請かけこみ寺調査員

 ア　・企業の総合相談窓口として、あらゆる相談にワン・ストップ対応

 　　・下請事業者相談窓口として「下請かけこみ寺」で対応

相談件数

総　合
窓　口

＜プロジェクトマネージャー（PM）対応＞
マーケティング、経営全般、資金、ビジネスプラン、技術、
会社設立　等

事　業
内　容

 イ　県内中小企業への情報提供（ＨＰ及びサポートメール）

下　請

財源内訳 ― 負担金

＜弁護士対応＞

＜相談員対応＞

事　業
内　容

取引適正化、苦情紛争処理　等

実　績
と

成　果

＜Ｈ３０年度成果＞

　・総合窓口　相談内容を適切な関連窓口、施策へ橋渡し

計画　継続実施

＜令和元年度変更点＞　なし

― その他 ―

　・各支援機関からのサポートメール掲載依頼が年々増加　（Ｈ29年度比　104.7％増）

＜Ｈ３０年度成果＞

※サポートメールは、
商工関係のみならず、
産業界の皆さんに役
立つ情報を数多く提供
しています。

　情報提供

ホームページ閲覧回数

毎週木曜日

― 財源内訳 ―

サポートメール発信数

平成３０年度計

　・下請相談　相談内容に対して解決の糸口発見まで対応

　１　わかやま企業成長戦略事業（経営・販路）（１）中小企業支援センター事業

実　績
と

成　果

※平成２９年度ホームページ閲覧回数　1,197,785

計画　継続実施

＜令和元年度変更点＞　なし

― 負担金
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事業名

R1予算額 国 県

応募57件、入選8件、最優秀賞　「インバウンド旅行客向けた着地型観光「高野山ツアー」による

満足度向上」

計　画
と

変更点

事業名

R1予算額 国 県

イ　専門家派遣

派遣企業数 派遣回数

イ　中小企業診断士等専門家派遣

※被派遣企業は派遣謝金の一部を負担

　１　わかやま企業成長戦略事業（経営・販路）（２）専門家設置事業
　　　 （担当：経営支援部　吉田PM　西川IM）

事　業
内　容

中小企業者等からの各種相談、ベンチャー起業発掘及び支援体制構築等相談サービスに対

応するための専門職員を配置

　相談対応件数

実　績
と

成　果

― その他 ―

プロジェクトマネージャー（ＰＭ１名；再掲）

インキュベーションマネージャー（ＩＭ1名）

  ・ベンチャー起業支援として、「創業支援セミナーinわかやま」や「ビジネスプランコンテスト」を開催。　

＜Ｈ３０年度成果＞

　・各マネージャーが企業からの相談に対応し、指導助言を行うとともに、財団、県ほかの施策

事　業
内　容

 ア　企業プロデュースチーム９名による「企業カルテ」相談対応

 イ　登録専門家による企業診断・助言活動

ア　企業プロデュース

　プロデュース会議開催数

実　績
と

成　果

　カルテ提出件数

　カルテ選定数

企業プロデュースチーム派遣延べ人数

その他 ―

財源内訳 ― 負担金

財源内訳 ― 負担金

情報を提供。

　１　わかやま企業成長戦略事業（経営・販路）（３）専門家派遣事業
      　 担当：経営支援部　吉田PM
　　　　　　　  経営支援部企業支援班　日髙主事
　　　　　　　  経営支援部産業支援班　九鬼副主査

計画　継続実施

＜令和元年度変更点＞　なし
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食品製造業者 HACCP専門家

食品製造業者 ブランドデザイン専門家

飲食店 インバウンド対策専門家

計　画
と

変更点

計画　継続実施

＜令和元年度変更点＞
　企業プロデュースチームを９名から４名体制に変更。派遣回数を３回から５回に増やし、
より充実した伴走型支援体制を構築。

＜Ｈ３０年度成果例＞

対象事業者 派遣専門家 成果

店内の英文表記、英語での接客対応を指導

商品ターゲットを明確にし、ブランドイメージ確
立を指導

衛生管理体制を見直し、HACCP取得の体制
構築
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事業名

R1予算額 国 県

件

件 千円 （H31.3月末現在）

計　画
と

変更点

補助率

2/3以内

　　   商談成立：

1/2以内

　　   商談見込：

　１　わかやま企業成長戦略事業（経営・販路）（４）経営支援事業
　　　　 担当：経営支援部産業支援班　橋詰主事　岩﨑主事
　　　　 　　　  経営支援部企業支援班　日髙主事　太田主事

事　業
内　容

 〇以下の事業について経費の一部を補助

 イ　販路開拓事業（国内展示会への出展）

　採択状況

 ウ  販路開拓事業（小規模企業者支援推進）

― その他 ―財源内訳 ― 負担金

 ア　経営革新事業（経営革新計画に基づく新商品開発等）

　・販路開拓

補助金額

＜Ｈ３０年度成果＞

　  　 経営革新計画に基づく新商品の販路開拓等

補助限度額

50万円～300万円以内

10万円～50万円以内

　・経営革新

ア　経営革新

イ　販路開拓

件数

実　績
と

成　果

計画　継続実施

＜令和元年度変更点＞
　 ウ　販路開拓事業（小規模企業者支援推進）を創設

事業名
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事業名

R1予算額 国 県

件 ※半年後成果調査結果

WIN・WINの関係を目指し、

写真 熱い商談を展開

― その他 ―

開　催　日

H31.2.14～15

　　　　商談成立： （H31.3月末現在）

　　・和歌山市開催

会場
参加企業数

受注企業

あっせん件数

商談件数

実　績
と

成　果

 ウ　商談会等開催事業

　　　取引商談会

発注企業

　＜H３０年度成果＞

大阪市

京都市

あっせん成立件数

　＜H３０年度成果＞

取引成立金額（千円）

　　・企業訪問による個別あっせんや商談会開催によるあっせんを実施

和歌山市

 ア　登録企業の業種別内訳

 ウ　県内外の大手企業を招へいし、商談会等を開催

 イ　取引あっせんの状況

　＜H３０年度成果＞

　　・積極的な企業訪問を重ね、新規取引開拓に意欲ある事業者を新規登録

企業数 機械金属関係 繊維関係 その他

　１　わかやま企業成長戦略事業（経営・販路）（５）取引あっせん事業
　　　　 担当：経営支援部企業支援班　中尾副主査　日髙主事　太田主事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出原取引推進専門員
　　　　　　　　経営支援部産業支援班　小原副主査

事　業
内　容

 ア　受・発注企業の登録

 イ　受注企業を訪問・開拓し、県内企業への発注情報提供、取引あっせんを実施

 エ　財団だより、中小企業ガイドブックの発行

財源内訳 ― 負担金
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2019年版・・・県内２７９企業を掲載

写真 企業の有する「加工技術」や「自社開発製品」など

を写真入で紹介

（財団登録企業のうち掲載希望企業のみ）

計　画
と

変更点

事業名

R1予算額 国 県

計　画
と

変更点

計画　取引商談会
　　　　和歌山市　　R1.7.17   　　　ダイワロイネットホテル和歌山
　　　　大阪市　　　 R1.9.26        　マイドーム大阪
　　　　京都市　　 　R2.13～2.14    京都パルスプラザ

＜令和元年度変更点＞　なし

実　績
と

成　果

計画　変更実施

＜令和元年度変更点＞　和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点事業として実施。

その他 ―

エ　財団だより等

財源内訳 ― ― 負担金 ―

　１　わかやま企業成長戦略事業（経営・販路）（６）成長企業支援事業

―

発　行　部　数

財団だより   339／月

中小企業ガイドブック 1,500／年

事　業
内　容

意欲ある県内中小企業者に対し、人的資源の充実による成長を支援

＜中核人材導入支援事業＞

 〇サポーター会議を開催

申請企業数 採択企業数 中核人材導入実績

23社 19社 5社　（6名）

　　　　　　　　　　　　　　 　　　 主に県外企業向けに情報を提供

　＜H３０年度成果＞

　　・中小企業ガイドブック ： 県内企業の技術力情報等を中心に編集

　　・財団だより ： 登録企業向けに受／発注情報を中心に編集
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事業名

R1予算額 国 県

①開講記念セミナー フォルテワジマ　フュージョンミュージアム

参加人数　　　 名

②スクール開講 H30.7.11～9.20（水・木曜日）

座学9.5日、現場実習9.5日、成果発表１日

社

スクール修了生所属企業による合同改善活動に協力

③和楽会（スクールOB会）との合同研修会（各社の取り組み報告会、工場見学会、

　　　　修了生による改善事例報告会を４回実施

①プチ改善スクール

　　　　リーダー的自社人材１１名と企業OB人材２名を育成

　＜H３０年度成果＞

　　H30.5～H31.2（各社　全5回派遣）

　　　　　インストラクターによる現場改善・人材育成指導

大企業見学会等）の実施

 ウ　修了生フォローアップ等

　　　　企業４社にインストラクターを派遣し、経営改善及び現場改善等を指導

実　績
と

成　果

 ア　和歌山ものづくり経営改善スクール（受講生）

②マネジメントセミナー開催 H31.2.6　ホテルグランヴィア和歌山

開講記念セミナー

H30.4～H30.9

第3期生修了式

中核人材（現役社員）育成

 イ　ものづくり経営改善インストラクター派遣事業

派遣企業

11名

2名

④スクール修了生所属企業を訪問（通年）

インストラクター（企業OB）育成・登録

　１　わかやま企業成長戦略事業（経営・販路）（７）ものづくり改善支援事業
　　　　 担当：経営支援部　永井校長（部長兼務）　南方事務員
　　　　　　　　　　　　　　　　 企業支援班　太田主事

事　業
内　容

 ア　和歌山ものづくり経営改善スクール

 イ　ものづくり経営改善インストラクター派遣事業

 ウ　修了生フォローアップ等

負担金 その他 ―財源内訳
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計　画
と

変更点

計画　スクール開講　　令和元年７月１０日～９月１９日
　　　　インストラクターの派遣事業　令和元年９月から実施

＜令和元年度変更点＞　なし
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事業名

R1予算額 国 県

回

回

回 写真

回

回

回

回 よろず支援事業報告セミナーの様子

計　画
と

変更点

 よろず支援事業報告セミナー

 創業者支援セミナー

 EC事業者向けセミナー

 デザインセミナー

 少人数講座

 事業計画策定講座

　１　わかやま企業成長戦略事業（経営・販路）（８）和歌山県よろず支援拠点事業
　　　　 担当：経営支援部　井上チーフCD　矢埜サブチーフCD　吾妻CD　野際CD
　　　　　　　　　　　　　　   　田中CD　福山CD　鹿島CD　角田CD　酒井CD
　　　　　　　　　　　　　　　 　日髙事務員

 ２．セミナー等開催実績

来訪相談者数（者）

課題解決件数（件）

＜目的＞

〇地域の支援機関と連携しながら中小企業・小規模事業者が抱える経営課題に対して、ワン

〇国及び地方自治体の各種支援施策に精通し、総括的な活用を図る

事　業
内　容

中小企業・小規模事業者のすべて（「よろず」）の経営課題に対応する相談拠点

ストップで対応することで事業者の活性化を図る

〇地域の支援機関・専門家等と連携体制を強化し、支援モデル・ノウハウ等の浸透

― その他 ―財源内訳 ― 負担金

ネットワーク構築件数（件）

相談対応件数（件）

計画
　　　◆定期出張相談会を県内６地区で開催
　　　　（岩出・橋本・有田・御坊・田辺・新宮・・・各地区振興局にて）
　　　◆知財総合窓口との共同相談会・・・年間４２回
　　　◆目的別セミナーの開催
　　　　 〇よろず支援拠点Presents経営セミナー・・・年間２回（９月・２月）
　　　　 〇EC事業者向けセミナー（eコマース研究会）・・・年間４回
　　　　 〇創業支援セミナー（和歌山市創業支援事業）・・・年間２回
　　　◆CDを講師とした少人数講座、出前少人数講座の開催

＜令和元年度変更点＞　なし

実　績
と

成　果

 ＢＡＳＥセミナー

目標 実績 達成率（％）

１．相談等実績
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事業名

R1予算額 国 県

　

　

　

計　画
と

変更点

　１　わかやま企業成長戦略事業（経営・販路）
　　　（９）和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点事業
　　 　（担当：経営支援部　吉田マネージャー　山口サブマネージャー　深水事務員）

 ２．セミナー等開催実績

事　業
内　容

県内中小企業の経営革新や生産性向上等「攻めの経営」への取り組みを促進するために必要

なプロフェッショナル人材の採用を支援

１．相談等実績

相談件数（件） 人材獲得件数（件）

目標 実績 目標 実績

〇　拠点セミナー

開催日 開催場所 参加社数

7月27日 和歌山市 28社

拠点セミナー「人手不足時代の採用戦略
プロ人材の獲得の仕方！」を開催

36社・48人

〇　相談会・交流会

開催日 題目 開催場所 参加企業数

10月19日
中小企業の人材獲得戦
略相談会

和歌山市

11月29日
中堅・中小企業経営者と
大手企業人事担当者との
交流会

和歌山市 11社・16人

計 47社・64人

「中堅・中小企業経営者と大手
企業人事担当者との交流会」

3月19日～21日 ６時のわかやま 3社

実　績
と

成　果

計画　継続実施

＜令和元年度変更点＞　成長企業支援事業を和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点事業の
一環として実施。

〇　テレビ和歌山でのプロ人材事業紹介及び成約企業様の紹介

放送日 番組名 紹介企業数

「中小企業の人材獲得戦略相談会」

― その他 ―財源内訳 ― 負担金
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事業名

R1予算額 国 県

写真

緑色を保持したキウイピューレの試作品

計　画
と

変更点

常翔学園　広島国際大学
国立大学法人広島大学

汎用環境計測装置を搭載した簡
易型植物工場によるハーブ類の
高品質・周年生産技術の開発

米もと農園 学校法人近畿大学

和歌山県工業技術センター
和歌山工業高等専門学校

（株）八旗農園
キウイ加工品の緑色保持技術
の開発

　２　わかやま企業成長戦略事業（技術・研究）（１）研究開発強化事業
 　　　（担当：テクノ振興部テクノ振興班　菊本副主査）

〇採択状況（６件）

事　業
内　容

大学・公設試験研究機関等が有する研究成果や技術を有効に活用し、新事業の創出、事業

化に結びつく共同研究を支援する未来企業育成事業を実施

共同研究連携体

和歌山県工業技術センター

東北大学のフードオミクス技術
を駆使したこめ油の高酸化安定
性の証明とその機構解明

築野食品工業（株）

水素発生用光触媒の可視光応
答性を高める増感色素の開発

熱可塑性炭素繊維強化プラス
チックの溶接接合技術の開発

委託先企業
（中核企業）

(株）日本化学工業所

川本化成（株）

共同研究テーマ名

計画　継続実施

＜令和元年度変更点＞　　なし

実　績
と

成　果

― その他 ―財源内訳 ― 負担金

(株）八旗農園

和歌山県工業技術センター
国立研究開発法人　産業技術
総合研究所（関西センター）

＜H３０年度成果＞

国立大学法人東北大学

人間工学、感性工学で裏付けさ
れた下腿のむくみ改善に適切な
着圧効果を付加し、足の矯正を
行う事による脹脛の筋ポンプ機
能向上によるむくみ改善効果の
検証

ニッティド（株）
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事業名

R1予算額 国 県

種　　類

＜H３０年度成果＞

ＳＴＮ Easy

ｸﾗﾘﾍﾞｲﾄ･ｱﾅﾘﾃｨｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

件　数

　 コーディネーターについては、企業からの相談に対して大学等の技術シーズを紹介し、マッチ

　 県の「先駆的産業技術研究開発支援事業」に採択された「航空機部品用形状測定装置の開

ング。また、段階的に当財団事業である「未来企業育成事業」や「わかやま中小企業元気ファン

ド」、和歌山県事業である「先駆的産業技術研究開発支援事業」等に繋ぎ、企業に伴走する形

で継続支援を行った。

(新事業支援コーディネーター)

　財団の「わかやま中小企業元気ファンド」に採択された「脱臭機能付きペット用ゲージの開発」

発」において、特許取得、規格調査、論文作成の支援を行った。

　　イ　技術連携コーディネーター

担当 相談件数

Ｇ-Search

ＮＲＩｻｲﾊﾞｰﾊﾟﾃﾝﾄ

企業情報、新聞雑誌記事、市場情報

特許(国内・海外)、実用新案、意匠

―財源内訳 ― 負担金

　２　わかやま企業成長戦略事業（技術・研究）（２）技術・知的財産強化事業
　　　　 担当ア：テクノ振興部　小川新事業支援CD
　　　　 　 　 イ：　　　〃　　　　下村技術連携CD
　　　　 　　　ウ：　　　〃　　　　大萩科学技術CD
　　　　 　　　エ：　　　〃　　　　各CD

事　業
内　容

知的財産や技術の活用、特許や技術シーズのマッチングによる事業化促進等を支援するため、

        及びアドバイスの実施

〇各コーディネーターによる相談件数（ア・イ・ウ）

各コーディネーターを配置するとともに、商用データベース等活用による情報提供等を実施

　イ　技術連携コーディネーター（週３日）

　　　 　 産学官の技術連携による研究開発と知財面の支援等

　ウ　科学技術コーディネーター（週３日）

           公設試の研究成果の技術移転、産学官連携による研究開発プロジェクトの立案等を

　       アドバイス、コーディネート等

　　　　　商用データベースを活用した、先行特許情報や学術論文等の基礎的調査、情報提供　　

　エ　新技術育成情報活用支援

　ア　新事業支援コーディネーター（週３日）

― その他

実　績
と

成　果

　　 　　 知的財産や技術を活用したアドバイスや事業化支援等

(技術連携コーディネーター)

　　ア　新事業支援コーディネーター

　　ウ　科学技術コーディネーター

〇商用データベースの活用件数（エ）

計

化学・科学技術文献、化学物質

商標(国内・海外)

データベース名
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計　画
と

変更点

(科学技術コーディネーター)

　 財団の「わかやま中小企業元気ファンド」に採択された「ダンボールを使用した家具の開発」

において、プロダクトデザインを研究されている大学教授を紹介し、開発を支援した。

「動物の分娩監視システム」の研究開発を行うに際し、国の大型研究開発型事業の紹介、申請

計画　継続実施

＜令和元年度変更点＞　エ　新技術育成情報活用支援を廃止

において、脱臭剤の紹介、先行特許の調査、生物物理を研究されている工業高等専門学校の

教授を紹介し、開発を支援した。

について支援した。
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事業名

R1予算額 国 県

＜実務系＞

＜ビジネス系＞

＜講座・セミナー風景＞

実務系セミナー テキスタイル海外販路支援セミナー

計画
と

変更点

計画　講座・セミナーは、和歌山県等との共催により開催

＜令和元年度変更点＞　なし

実　績
と

成　果

事　業
内　容

貿易、投資など、国際間取引に関する支援

11月16日  海外販路開拓・拡大セミナー

8月1日

3月25日  山東省ビジネスセミナー

　３　国際経済交流支援事業
　　　　 担当：経営支援部国際サポートデスク　射手矢相談員　笠野相談員
　　　　　　　　 経営支援部企業支援班　太田主事
　　　　　　　　 経営支援部産業支援班　九鬼副主査

 １．国際経済サポートデスク地域別相談件数

合計

財源内訳 ― 負担金 ― その他

6月14日  インドビジネスセミナー

2月8日  日ＥＵ/ＥＰＡ活用セミナー

5月15日  中国最新ビジネス情報セミナー（CIIE2018出展者説明会）

開催日 講座・セミナー名 参加者数

4月26日  テキスタイル海外販路支援セミナー

その他

開催日 講座・セミナー名

アジア ヨーロッパ 北米

参加者数

 ２．講座・セミナー開催実績

 貿易実務基礎講座

10月4日  貿易実務・ビジネス英語（初級）

1月29日

2月8日

 貿易実務・ビジネス英語（中・上級）

 ＴＰＰ11活用セミナー
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事業名

R1予算額 国 県

 ア　助成事業・採択状況

・九重酢と温州ミカンの皮 ・紀州南高梅を使用した

（陳皮）、山椒を用いた 玄米リゾットの開発

和歌山薬膳便利酢の開発

計　画
と

変更点

４ わかやま中小企業元気ファンド事業
（担当：経営支援部産業支援班 小原副主査 岩﨑主事）

事　業
内　容

 ア　地域資源を活用した新商品・新サービスの開発に助成

◎基金８２億円(国６４億円、県２億円、銀行等１６億円)の運用益を活用する。

その他 ―財源内訳 ― 自主財源

分類
採択
件数

交付決定額 補助率 補助限度額

2/3以内地域資源活用

地域資源活用Ａ：地域資源を活用して新商品開発等を行う中小企業を支援する事業
地域資源活用Ｂ：上記のうち、助成事業完了後３年後に新規事業従事者３人以上もしくは新規事業
                        売上高１，２００万円以上見込めること

実　績
と

成　果

計画　 助成事業の募集期間　令和元年１２月頃～令和２年１月頃（令和２年度募集）

＜令和元年度変更点＞　なし

50万円～  100万円

100万円～  600万円

＜H３０年度成果例＞

合計
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事業名

R1予算額 国 県

紹介冊子の作成

・熊野地域で栽培されている熊野米 ・農商工連携ファンド

写真 を用いて、世界遺産にふさわしい清酒 商品カタログを作成

の開発とブランド化

計　画
と

変更点

２/３以内

その他 ―財源内訳 ― ― 自主財源

50万円
～500万円

 ア　助成事業・採択状況

採択件数 連携内容 交付決定額 補助率

５ わかやま農商工連携ファンド事業
(担当：経営支援部産業支援班 岩﨑主事 橋詰主事 小原副主査）

事　業
内　容

 ア　県内の中小企業者等と農林漁業者の連携体が取り組む下記の事業に助成

　　　・新商品や新サービスの開発

◎基金２０億円(国１６億円・県１億円・銀行等３億円)の運用益を活用

　　　・新たな生産方法や新たな販売方法の開発

 イ　販路開拓の一環として、わかやま産品商談会の開催並びに紹介冊子を作成

紹介内容

 イ　わかやま産品商談会in和歌山

開催場所 出展企業数 購買企業数 開　催　日

・農業＋小売業　等

補助限度額

・漁業＋食品製造業

掲載数

農商工連携ファンド
商品カタログ

農産加工品、水産加工品、菓子、日用雑貨な
どを紹介

＜H３０年度成果例＞

実　績
と

成　果

計画　継続実施

＜令和元年度変更点＞
　 平成２１年からの１０年間の事業終了に伴い、新たに２３億円の基金を造成し、事業を継続実
施する。

和歌山市

写真
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事業名

R1予算額 国 県

　　　・取引成立見込件数　 件

件 件

インドネシア　ビジネスミッション ミラノ・ウニカ　和歌山県ブース

H30.12.3～9 インドネシア・ジャカルタ（展示会視察含む）

ﾀｲ･ﾊﾞﾝｺｸ（機械）2社
ｲﾀﾘｱ･ﾐﾗﾉ（繊維）
ﾌﾗﾝｽ･ﾊﾟﾘ（繊維）2社
ｱﾒﾘｶ･ﾆｭｰﾖｰｸ（食品）
中国上海（光学）
中国広州（健康食品）
台湾台北（紡績機械）

＜Ｈ30年度成果＞

・取引成立見込件数

１/２
以内

100万円
以内

展示会名 出展企業数 開催期間
和歌山ブースでの

商談数

＜Ｈ30年度成果＞

ミラノ・ウニカ７月展 H30.7.10～12

マニュファクチャリング・
インドネシア

H30.12.5～8

補助限度額

・取引成立見込件数

第一回
中国国際輸入博覧会

　６　わかやま産品販促支援事業　（１）海　外
　　　　 担当：経営支援部国際サポートデスク　射手矢相談員　笠野相談員
　　　　　　　　 経営支援部企業支援班　太田主事　日髙主事
　　　　　　　　 経営支援部産業支援班　橋詰主事

タイ・メタレックス H30.11.21～24

H30.11.5～10

 イ　海外の著名な展示会への集団出展実施

 ア 海外市場調査等（商談会、わかやまプロモーション等）

開催日 開催国・地域

H31.2.10～16

イ 海外専門展示会集団出展

インドネシア・ジャカルタ

その他 ―

事　業
内　容

　　　・商談件数

インド・ムンバイ、プネ

H30.10.21～28

 ウ　海外専門展示会個別出展 

採択企業数 出展展示会 補助金額 補助率

 ア　海外における市場調査等

 ウ　海外の専門展示会への個別出展を支援

参加企業数

実　績
と

成　果

財源内訳 ― 負担金
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計　画
と

変更点

計画
　　　【集団出展】
                        ミラノ・ウニカ７月展　⇒　R1.7.9～7.11
　　　　　　　　　　  ショップ・オブジェクト２０１９（NY)　⇒　R1.8.10～8.12
　　　　　　　　　　  第２回中国国際輸入博覧会　⇒　R1.11.5～11.10
　　　　　　　　　　　タイ・メタレックス２０１９　⇒　R1.11.20～11.23
　
　　　【ビジネス・ミッション】
　　　　　　　　　　　タイ・バンコクビジネスミッション　⇒　R1.5.26～5.31
　　　　　　　　　　　山東省ビジネスミッション　⇒　R1.10月（予定）
　　　　　　　　　　　ベトナムビジネスミッション　⇒　R2.1月（予定）
　　　　　　　　　　　インドビジネスミッション　⇒　R2.2月（予定）
　
＜令和元年度変更点＞　なし

-18-



事業名

R1予算額 国 県

件

件

件

　　　 件

計　画
と

変更点

　東京ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｷﾞﾌﾄ･ｼｮｰ秋2018

その他 ―財源内訳 ― 負担金

来場者数展示会名 出展者数 開催期間

 機械要素技術展

東京インターナショナル
・ギフト・ショー秋2018

　６　わかやま産品販促支援事業　（２）国　内
　　　　 担当：経営支援部企業支援班　中尾副主査　日髙主事　太田主事
　　　　　　　　 経営支援部産業支援班　九鬼副主査　橋詰主事

事　業
内　容

 ア　国内の専門展示会への集団出展

 ア 国内専門展示会集団出展

(会場：東京ビッグサイト）
H30. 6.20～22

(会場：東京ビッグサイト）

H30. 9. 4～7

熱心な専門バイヤーであふれる展示会場

関西機械要素技術展

（会場：インテックス大阪）
H30.10.3～5

      商談見込

　機械要素技術展

　ＩＦＦＴ／ｲﾝﾃﾘｱﾗｲﾌｽﾀｲﾙﾘﾋﾞﾝｸﾞ

　関西機械要素技術展

計画
　　　　機械要素技術展　⇒　R2.2.26～2.28
　　　　東京インターナショナル・ギフト・ショー秋　⇒　R1.9.3～9.6
　　　　関西機械要素技術展　⇒　R1.10.2～10.4
　　　　IFFT/インテリアライフスタイルリビング　⇒　R1.11.20～11.22

＜令和元年度変更点＞　なし

実　績
と

成　果

＜Ｈ30年度成果＞

ＩＦＦＴ／インテリアライフ
スタイルリビング  H30.11.14～16

(会場：東京ビッグサイト）

-19-



事業名

R1予算額 国 県

事例

入居企業 　（株）マルトミレンタ

入居目的

入居実績 販売実績３０台　約１０百万売上

計　画
と

変更点

事業名

R1予算額 国 県

 認定内容

計　画
と

変更点

実　績
と

成　果

計画　継続実施

＜令和元年度変更点＞　なし

　８　中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業事業計画確認事業
　　　(担当：経営支援部　吉田PM）

事　業
内　容

・経営革新等支援機関として、革新的なものづくり・サービスの提供等の開発・ 設備投資の

 策定について助言・支援

 相談等実績

 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援企業

＜Ｈ３０年度成果例＞

    金属加工品の三次元測定装置検査のICT活用

    広幅フィルムラミネート設備導入による製品開発

― ― 負担金

事　業
内　容

①積極的に首都圏展開を目指す県内企業に対し営業拠点を提供（ブース使用料無料）

②入居企業支援のため専門家を派遣

　 ・所 在 地 ； 東京都千代田区大手町二丁目６番２号　日本ビル３階

・入居及び支援状況

入居企業数 入居者主要販路開拓品目 延べ専門家派遣回数

製造､情報サービス､小売等

実　績
と

成　果

　７　販売力強化支援事業（わかやまビジネスサポートセンター）
　　　　 担当：経営支援部　西川IM
　　　　　　　　 経営支援部産業支援班　九鬼副主査

 うち採択件数

◎わかやまビジネスサポートセンター

　 ・施設規模 ； 約２.３㎡/ブース、計８ブース 

＜Ｈ３０年度成果＞

　　・特定非営利活動法人国際社会貢献センター（ＡＢＩＣ）の専門家も活用して支援を実施

（打合せスペース）

コピー複合機の階段昇降機を
首都圏企業へ販売

― その他

― 財源内訳 その他

    梅干し風味ペースト製造ライン導入

    印刷の少量多品種対応

財源内訳 ― 負担金

―

首都圏営業拠点として活用

計画　継続実施

＜令和元年度変更点＞　入居企業数が８社から１２社に増加

―
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事業名

R1予算額 国 県

写真 写真

写真 写真

計　画
と

変更点

負担金

実　績
と

成　果

計画　継続実施

＜令和元年度変更点＞　なし

作成キット数

事　業
内　容

 ア　技術人材育成のための基礎技術講座の開催

 イ　(子供向け)夏休みおもしろ科学の実験工作教室の開催（和歌山高専との共催）

＜H３０年度成果＞

 ア　基礎技術講座（７講座）（一部自己負担）

開催月

５月

内　容 参加者数

8月10日 田辺工業高等学校（田辺市）

和歌山会場 田辺会場

　＜Ｈ３０年度＞

　・和歌山高専教員の指導のもと、「光センサー・よけロボット」等を制作し、レース競技や操作

体験を行うことで、参加者の子供たちに、ものづくりのおもしろさや科学を学ぶことの面白さを

体験する教室を開催。

現場改善に繋がる５Sの考え方と進め方（３日間）

６月

７月

『生産計画・手配管理・進捗管理』の基本と実践方法（３日間）

　９　わかやま産業技術振興事業　（１）技術研修事業
　　　　（担当：テクノ振興部テクノ振興班　河野主事）

人財育成のポイントと実践（３日間）

９月

１０月

実践！原価の仕組みと原価低減活動の仕組み作り（３日間）

『工程で品質を作り込む』基本とすぐにできる実践管理方法（３日間）

自主財源財源内訳 ― ―

１０月

１１月

食品製造業品質管理者（１日間）

生産現場のIoT推進リーダー育成（３日間）

計

５月開催 ６月開催

　・県内企業の生産管理担当者が受講し、ワークショップ等を交えた研修により、生産性向上

に必要な生産管理の各種手法、考え方を学ぶ講座を開催。

イ　夏休みおもしろ科学の実験工作教室（２会場）

開催日

8月7日、8日

開　催　場　所

和歌山県立図書館（和歌山市）   

参加者数
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事業名

R1予算額 国 県

計　画
と

変更点

計画　継続実施

＜令和元年度変更点＞　なし

その他 ―財源内訳 ― ― 自主財源

　　 ・研究会をきっかけとした産学官連携により、未来企業育成事業を活用し、さらなる研究

研究会名称
開催
回数

補助金額
　　　（円）

補助率

以内
30万円
以内

計

＜H３０年度成果＞

　交換により、産学官連携の機会を得た。

　 　各研究会ともに10社以上の企業が参画し、最新の専門技術の動向や会員相互の情報

研究会の様子

　　を支援。

　９　わかやま産業技術振興事業　（２）専門技術研究会事業
　　　　（担当：テクノ振興部テクノ振興班　山田副主査）

事　業
内　容

様々な産業分野における専門技術の普及と参加企業相互の情報交換を目的とした、大学・

工業高等専門学校・公設試の研究員が主宰する専門技術研究会の運営費の一部を補助

〇採択状況（２件）

実　績
と

成　果

補助
限度

農産物機能性活用研究会

和高専地域活力支援研究会

　 　・農産物を活用した新規な食品加工技術開発（酵素反応による機能性成分の富化技術）

　　を確立。
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事業名

R1予算額 国 県

　

　　

　　　

　　

 　　

　　　

　　　

　               

計　画
と

変更点

　・第6号の発行（平成３０年８月）

  　　特集：「販路開拓を考える」

― その他財源内訳 ― 負担金

計画　各号４，０００部、年２回発行。

＜令和元年度変更点＞なし

　　　和歌山国際サポートデスクのご紹介

　　　　　　　　　　　　　（４，０００部発行）

　　県内中小企業のIoTへの取り組み状況

　　和歌山県eコマース研究会のご紹介

   　　　　　　　　　　　　（４，０００部発行）

実　績
と

成　果

　９　わかやま産業技術振興事業　（３）情報提供事業
　　　　（担当：総務部総務企画班　谷口班長　村田主事）

事　業
内　容

財団の活動、事業及び財団支援を活用した事業成果等を紹介する広報誌「わかやま産業通

信」を年２回作成、県内事業者や関係機関等に配布

　　IoT・AI　システム制作企業

　　第27回わかやまテクノ・ビジネスフェア

〇広報誌「わかやま産業通信」を年２回発行しました。

　　特集：中小企業とIoT・AI

　　戦略を知る：共に考えるツールとして　　　戦略を知る：コストか営業活動か

　　　財団支援活用事例

　　　販路開拓支援メニュー

・第7号の発行（平成３１年３月）

＜H３０年度成果＞
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事業名

R1予算額 国 県

写真 写真

写真 写真

　　また、「耳寄りな情報」の紹介では、和歌山県工業技術センターが、同センターが推進して

 いる自動化促進ラボについて情報提供。

　　技術シーズを基に産学官が連携するための有益な機会を提供。

　　出席した企業からは、複数件連携希望の問い合わせがあり、それぞれをマッチング。

計　画
と

変更点

〇「第２７回わかやまテクノ・ビジネスフェア ～わかやま発技術シーズ発表会～」

大学や高等専門学校・公設試験研究機関等における最新の研究成果や技術ノウハウ等のシ

◇開催内容

　　　　・基調講演１「NEDOにおけるロボット・人工知能分野の研究開発」

　　　　・耳寄りな情報のご紹介

＜H３０年度成果＞

　・NEDOと産業技術総合研究所からロボット・人工知能とAIについて基調講演。

　　　　・基調講演２「産業技術総合研究所におけるAIの取組みとものづくり分野への展開」

ＷＡＫＡＳＡインテクメッセ ポスターセッション

耳寄りな情報のご紹介　基調講演  

実　績
と

成　果

催。

計画　継続実施

＜令和元年度変更点＞　耳寄りな情報、相談ブースを廃止

　９　わかやま産業技術振興事業　（４）技術交流促進事業
　　　　（担当：テクノ振興部テクノ振興班　菊本副主査）

事　業
内　容

産学官連携並びに人的交流の促進を図るとともに、共同研究・技術移転への進展を支援

〇 わかやまテクノ・ビジネスフェアの開催

ーズを県内企業にご覧いただき、産・学・官連携等の構築による新産業の創出を目的として開

― その他 ―財源内訳 ― 負担金

平成30年11月7日

１５３名（企業７７、大学等１５、官公庁６１）

◇開 催 日

◇来場者数

　　　　・相談ブース（和歌山県発明協会、財団）

　　　　・技術シーズ発表会　※「分科会Ａ」・「分科会Ｂ」の２分科会

　　　　・ポスターセッション・交流会
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事業名

R1予算額 国 県

写真 写真

 講演（7月25日）    見学会（11月20日）

計　画
と

変更点

実　績
と

成　果

計画　継続実施

＜令和元年度変更点＞　なし

財源内訳 ― ― 負担金

・講演：第４次産業革命と日本の電気産業のゆくえ
・交流会

その他

・講演：環境対応研究について
・交流会

・見学会
　①ダイキン工業（株）テクノロジー・イノベーション
     センター
  ②大和ハウス工業（株）総合技術研究所

　９　わかやま産業技術振興事業　（５）企業交流促進事業
　　　　（担当：テクノ振興部テクノ振興班　岡崎副主査）

事　業
内　容

技術者の交流を深め、見識を高めることにより、地域産業の技術向上を図ることを目的とした

テクノサロン（講演・交流会等）を開催

〇開催状況（年６回開催）

＜H３０年度成果＞

    ・毎回多方面から講師を招き情報提供を行うとともに、交流会では企業の枠を超えた参加者

　が意見交換。

延べ参加者数

6月12日

第154回

11月20日

・講演：分析技術が先導する食品のR&D
　　　  ～こめ油の世界を中心に～
・交流会

第157回

1月17日

・講演：ロボットと新規事業
・交流会

第158回

2月18日

開　催　内　容 参加者数

第153回 ・講演：半世紀技術屋人生、新しいモノ創り、
          コト創りに携わって
・交流会

7月25日

第155回

10月10日

第156回

開催回
開催日
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事業名

R1予算額 国 県

写真 写真

写真 写真

計　画
と

変更点

ア

負担金

実　績
と

成　果

　　　　　　　　　　　　　　　 　（水産試験場）

林業試験場成果発表会・・・森林防護柵沿いにおけるニホンジカ誘導捕獲技術の開発。

分類 参加者数

ア

＜H３０年度成果＞

開催日

　・各発表会で多数の参加者があり、最新の技術等について参加者への普及を図った。

若手研究者研究成果発表会 大学院生研究成果発表会

水産試験場成果発表会 林業試験場成果発表会

計画　継続実施

＜令和元年度変更点＞　なし

（発表事例）

若手研究者研究成果発表会・・・光熱変換顕微鏡の開発と応用。（和大システム工学部　講師）

大学院生研究成果発表会   ・・・温度マランゴニー効果を用いた自発運動の研究。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （和大システム工学部　大学院生）

水産試験場成果発表会・・・スマの種苗生産および中間育成に関する低コスト化技術の開発。

　　　　　　　　　　　　　　　　 （林業試験場）

発表会等名

12月13日 若手研究者研究成果発表会

3月11日 大学院生研究成果発表会

イ

イ

2月12日 水産試験場成果発表会

2月14日 林業試験場成果発表会

　９　わかやま産業技術振興事業　（６）広域的新事業支援連携促進事業
　　　　（担当：テクノ振興部テクノ振興班　菊本副主査）

事　業
内　容

 ア　和歌山大学・近畿大学と県内情報サービス関連企業との産学官連携を推進するため、情

　　　(県試験研究機関との共催）

〇開催状況（ア：２回、イ：２回）

　　  報サービスに係る研究成果発表会を開催し、最新の技術と知識の普及を行いました。

　　　(和歌山情報サービス産業協会との共催）

 イ　林業・水産技術に係る試験研究機関（県試験場）の成果発表会の開催

― その他 ―財源内訳 ―
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事業名

R1予算額 国 県

補助対象

＜H３０年度成果＞

アクロナイネン株式会社

紀州技研工業株式会社

株式会社小久保工業所※５件採択

森下機械株式会社

ヨコズナクリエーション株式会社※２件採択

計　画
と

変更点

―財源内訳 ― 負担金

延べ出願国数種　　類

特　　許

特　　許

企　業　名

１か国

株式会社ホタニ

特　　許

３か国

４か国

２か国

実　績
と

成　果

計画　継続実施

＜令和元年度変更点＞　なし

冒認対策商標

意　　匠

商　　標

２か国

３か国

　１０　中小企業知的財産戦略支援事業
　　　  　（担当：テクノ振興部テクノ振興班　河野主事）

事　業
内　容

和歌山県内中小企業者による諸外国での事業展開を計画した戦略的な産業財産権

（特許・実用新案・意匠・商標）の取得に向けた外国出願を支援

 補助対象
経費

外国特許庁出願費用、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用

特許、実用新案、意匠、商標及び冒認対策商標の外国特許庁への出願

補 助 率
及び

上 限 額

補助対象経費の１／２以内

１企業に対する上限額：３００万円

１出願に対する上限額：特許 １５０万円

　　　　　　　　　　　　　　  実用新案・意匠・商標 ６０万円

　　　　　　　　　　　　　　  冒認対策商標 ３０万円

○補助対象等

― その他
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事業名

R1予算額 国 県

計　画
と

変更点

実　績
と

成　果

計画　継続実施

＜令和元年度変更点＞
 　新たに採択を受けた新規テーマ１件（リサイクル炭素繊維を活用した高剛性CFRP遠心抄造法及
び橋梁用CFRP補修工法の研究開発）について、研究開発を実施。

その他 ―

　　　　※　上記構成員には財団含まず、補助金額には財団含む。

・対象分野　：

・補助額等　：

平成29～31年度

財源内訳 ― 負担金 ―

(１年目確定：
22,306）

（２年目確定：

(３年目予定：
14,206）

・期　　　間　：

２／３以内、　　３年間９，７５０万円以内

３年以内（２年目以降、補助額は逓減）

　　　　　「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づき認定を受けた

 　　　 特定研究開発等計画を基本とした研究開発等のうち、事業提案が採択されたもの

　　　　について、国が補助事業（平成２５年度以前は委託事業）として支援した。

　１１　戦略的基盤技術高度化支援事業
　　　  　（担当：テクノ振興部テクノ振興班　山田副主査　岡崎副主査）

事　業
内　容

県内ものづくり技術高度化に向け、県内企業等の共同体が国の大型研究開発型事業(◎)の

補助を受けるための支援及び共同体事業管理機関業務を実施

○実施状況（財団：事業管理機関）

＜H３０年度成果＞
　
　　　　・上記継続テーマ１件について、計画どおり研究開発を実施。

テーマ 構成員数 補助額 事業期間

　　　◎大型研究開発型事業＝戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）

新規冷却シートを使用した太陽光発電
パネルの冷却技術の開発

法に基づく特定ものづくり基盤技術１２分野
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事業名

R1予算額 国 県

計　画
と

変更点

実　績
と

成　果

平成３０年度で終了

平成３１年度から後継事業としての「地域活性化雇用創造プロジェクト事業」を実施。

プロジェクト参加企業数 120社 161社

雇用創出人数 159人 196人

 １　実施内容の概要

 ○紀の国わかやま戦略的成長力強化分野雇用創造プロジェクト事業費補助金

3月18日

１６名 Ｈ30進捗状況の確認

第2回 12月4日   79名

 ２　目標値の達成状況 

目標値 実績値 達成率

 IoT・ITセミナー


 ○IoT・ITセミナー

開催日 出席者数

第1回 5月10日  124名

企業間連携支援事業

医療機器参入コンサルティング支援事業

商品開発／販路開拓人材雇用支援事業

支援件数

２８件

　３件

　１件

　０件

　７件

事業名

進出人材雇用支援事業

認証取得支援事業

１７名 Ｈ30実績報告

 ○紀の国わかやま戦略的成長力強化分野雇用創造プロジェクト運営協議会

出席者数 内容

書面開催 Ｈ29雇用実績最終報告

開催日

第1回 8月22日

第2回 10月25日

第3回

　１２　戦略産業雇用創造プロジェクト事業

事　業
内　容

厚生労働省の「戦略産業雇用創造プロジェクト」の採択を受けた和歌山県から（公財）わかやま

産業振興財団が事業（一部を除く。）を受託し、戦略産業分野に位置付けた６分野を重点的に

支援する取組で、新分野参入、事業拡大、商品開発、販路拡大、創業、人材確保等の支援に

より、企業の成長力を強化し、安定的かつ良質な雇用の創出を目指す

― その他 ―― 財源内訳 ― ― 負担金
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