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とやま中小企業チャレンジファンド事業の 

募集について 
 

県内 11金融機関（注）と富山県との連携により平成 24年 12月に総額 150億円の基金を造成し、その

運用益で平成 25年度から様々なメニューで支援しています。 

平成 30年度の事業を下記のメニューで募集していますので、ぜひご活用ください。 

（注）北陸銀行、富山第一銀行、富山銀行、富山信用金庫、高岡信用金庫、新湊信用金庫、にいかわ信用 

金庫、氷見伏木信用金庫、砺波信用金庫、石動信用金庫、富山県信用組合 

 

１．募集事業  

（１）ものづくり研究開発支援事業 

 ①応募対象者 

  県内の中小企業者及び中小企業者のグループ 

 ②対象事業 

  新商品・新技術の研究開発等による競争力強

化の取組み（ただし、販路開拓経費は助成対象

としません。） 

 ③対象経費：研究開発費、謝金・旅費、その他

経費 

 ④助成率：対象経費の２分の１以内 

⑤助成金額：2,000千円以内 

（工具器具・備品費の助成額は 1,000千円以内） 

（２）プラン公募型起業家誘致事業 

①応募対象者 

  創業者（富山県外に在住の者に限る） 

 ②対象事業 

  以下の要件を満たすビジネスプランについて

選定委員会が適当と認めた事業 

 ・富山県内で補助対象事業を行うこと 

 ・新規性及び成長性のある独創的な商品・ノウ

ハウ・アイディアなどを活用して、新商品・新

サービスの研究開発及びその事業化を行うビ

ジネスプラン 

 ③対象経費：研究開発費、謝金・旅費、事業運

営費 

 ③助成率：対象経費の２分の１以内 

 ④助成限度額 

 ・製造業、建設業：2,000千円  

 ・その他：1,000千円 

（３）ビジター対応ビジネス支援事業 

 ①応募対象者 

  中小企業者及び中小企業者のグループ 

 ②対象事業 

  北陸新幹線開業、外航クルーズ及び台北便就

航等交通基盤の拡充に関連した新商品・新サー

ビスの開発に係る事業、国内外の観光客への対

応に係る事業 

 ③対象経費：研究開発費、謝金・旅費、事業運

営費、その他経費 

 ④助成率：対象経費の２分の１以内 

 ⑤助成金額：1,000千円  

（４）販路開拓挑戦応援事業 

 ①応募対象者 
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県内の中小企業者 

 ②対象事業 

  国内（県外）又は国外の見本市・展示会等へ

の出展、市場調査、広報、海外マーケティング

等の取組における下記の事業（県外については

北陸新幹線化関連を優先） 

 ・展示会、見本市への出展、商談会への参加 

 ・市場調査に関する活動（県外の市場調査単独

の事業は不可） 

 ・自社製品等の広報に関する活動（県外向けの

広報単独の事業は不可） 

 ③対象経費：見本市等出展経費、謝金・旅費、

その他経費 

 ④助成率等：対象経費の３分の１以内 

 ⑤助成金額 

 ・国内（県外）分 250千円以内、（ただし、首

都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）の展示会等

に出展する場合は 350千円以内） 

 ・国外分 500千円以内 

（５）小さな元気企業応援事業 

 ①応募対象者 

  県内の小規模企業者及び小規模企業者のグル

ープ 

 ②対象事業 

  小規模企業における次のいずれかに該当する

ものが行う、新商品・新技術開発、国内（県内

は除く）、国外向け販路開拓、事業活動を支え

る人材育成 

 ・２社以上の小規模企業の連携によるもの 

 ・商工団体の経営指導や専門家派遣を受けた事

業計画によるもの 

 ③対象経費：設備整備費、研究開発費、謝金・

旅費、見本市等出展経費、その他経費 

 ④助成率：対象経費の２分の１以内 

 ⑤助成金額：500千円以内 

※国内（県内は除く。）の販路開拓に係る助成金  

額については 250千円以内（ただし、首都圏（東 

京、神奈川、千葉、埼玉）の展示会等に出展す  

る場合は 350千円以内） 

（６）地域資源活用事業 

 ①応募対象者 

  県内の小規模企業者及び中小企業者のグルー  

  プ ※ただし「みなし大企業」は対象外 

 ②対象事業 

  産地の技術や農林水産品、観光資源など富山 

県が指定する地域資源を活用し、1．新商品・

新サービスを開発しようとする事業、2．それ

に伴って行う販路開拓（県外・国外）事業（1、

2が生産性向上につながるものであること） 

 ③対象経費：研究開発費、謝金・旅費、見本市

等出展経費、その他経費 

 ④助成率等：対象経費の２分の１以内 

 ⑤助成金額：5,000千円以内（工具器具・備品費

の助成額は 1,000千円以内） 

３．応募期間 

 平成３０年５月９日(水) １７時必着 

４．お問い合わせ・申し込み先 

（公財）富山県新世紀産業機構 企画管理課 

ＴＥＬ：０７６－４４４－５６００ 

http://www.tonio.or.jp/josei/challenge-

fund2018/ 

 

◇ 平成 29年度補正ものづくり・商業・サービス

経営力向上支援補助金（１次公募）における加

点対象となる自治体について 

 

 平成 29年度補正予算ものづくり・商業・サービ

ス経営力向上支援補助金の 1次公募（公募期間:平

元気いっぱいのファーストバンクです。  
新オートローン・新型住宅ローン 

                富 山 第 一 銀 行 
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成 30年 2月 28日（水）～4月 27日（金））につ

いては、生産性向上特別措置法案に基づき、固定

資産税の特例率をゼロとした自治体において、補

助事業を実施する事業者が先端設備等導入計画の

認定を取得した場合は、審査時に加点の対象とす

るほか、一般型の補助率は 2/3以内を適用とする

こととしています。 

 平成 30 年 4 月 3 日付けで公表した「生産性向

上特別措置法案における基本計画策定等に係るア

ンケート調査結果（一次公表）」をもとに、平成

29年度補正予算ものづくり・商業・サービス経営

力向上支援補助金（1 次公募）における加点対象

となる自治体を整理しました。詳細は下記ＵＲＬ

よりご確認ください。 

https://www.chuokai-toyama.or.jp/5NAYkL 

 掲載されている自治体の他に、アンケートの回

答内容を「自治体独自の方法で事業者に知らせる

予定」と回答している自治体もございますので、

記載のない自治体の対応方針については、各自治

体にお問い合わせください。 

  

◇ 企業間連携による製品試作事業補助金の募集

について 

 

 公益財団法人富山県新世紀産業機構では、富山

県に集積するものづくり企業の連携を強化し、イ

ノベーション創出やものづくり技術の高度化を促

進することで、付加価値の高い新製品の試作開発

を支援するために、必要な経費の一部を補助しま

す。 

 

１．補助対象事業者  

 申請にあたり、以下のすべての条件を満たして

いることが必要です。 

（１）県内に事業所を有する企業により構成され 

る 2社以上のグループであること。 

（２）代表企業を中小企業とし、技術的課題解決

に協力する連携企業とグループを構成するこ

と。 

（３）代表企業は、審査に必要な書類等を整備・

保管し、国や県による実地検査に協力できるこ

と。 

２．補助対象事業  

・日本標準産業分類 中分類に定める業種（詳細は

下記ＵＲＬよりご確認ください。）において、事

業目的に沿って製品の試作開発に取り組む事業。 

・同様の内容で、既に国・県等の補助・委託制度

を受けた事業、またはこれから受ける予定がある

事業は対象となりません。 

３．補助対象期間 

・最長 2ヶ年度以内 

・交付決定日から平成 31年 2月末まで（2ヶ年継

続事業は、1年目終了時に継続審査を行います。） 

４．補助対象経費 

備品費・工具器具費、旅費、通信運搬費、消耗

品費、リース・レンタル費、試作加工費、外注費、

専門家謝金・旅費 

５．補助金限度額・補助率・採択件数 

補助限度額：1案件当たり 1,000万円/年度以内 

補助率：1/2以内 

採択件数：若干数 

６．応募期間  

 平成３０年４月２７日（金）１７時必着 

７．お問い合わせ・申し込み先 

（公財）富山県新世紀産業機構 イノベーション

推進センター 連携促進課 

ＴＥＬ：０７６－４４４－５６０６ 

http://www.tonio.or.jp/josei/kigyoukan/ 

 

◇ 富山労働局 雇用環境・均等室のワンフロア化

について 

 

 富山労働総合庁舎のフロアレイアウト変更に伴

い、富山労働局では、これまで１階と５階に分散

されていました雇用環境・均等室をワンフロア化

し、新事務室で業務を開始しています。 

 

新事務室 

 雇用環境・均等室 

 富山労働総合庁舎４階 
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 ＴＥＬ：０７６－４３２－２７４０ 

ＦＡＸ：０７６－４３２－３９５９ 

富山労働局総合労働相談コーナー 

富山労働総合庁舎４階 

ＴＥＬ：０７６－４３２－２７４０ 

 

◇ 無期転換ルール緊急相談ダイヤル設置のご案

内 

 

 厚生労働省では、無期転換ルールに関する「無

期転換ルール緊急相談ダイヤル」を設置しました。 

 無期転換に関するあらゆる相談を受け付けてお

ります。ぜひご活用ください。 

 

１．無期転換ルール緊急相談ダイヤル  

 受付時間：月曜～金曜 

８時３０分～１７時１５分 

ナビダイヤル：０５７０－０６９２７６ 

 ※富山県内からおかけになった場合、富山労働   

局 雇用環境・均等室につながります。 

２．お問い合わせ先 

 富山労働局 雇用環境・均等室（無期転換ルー

ル特別相談窓口 

ＴＥＬ：０７６－４３２－２７４０ 

 

◇ 本会「平成 30年度通常総会」開催のご案内 

 

 本会では平成 30 年度通常総会を下記のとおり

開催いたしますので、会員の皆様方のご出席をお

願いいたします。 

１．開催日時  

 平成３０年５月３１日（木）１４時～ 

２．開催場所 

 富山商工会議所ビル 10階 大ホール 

（富山市総曲輪 2-1-3） 

 ※正式な開催案内は別途郵送いたします。 

３．お問い合わせ先 

 本会 総務課 

ＴＥＬ：０７６－４２４－３６８６ 

 

◇ 本会平成 30年度事務局組織のご案内 

 

 ４月１日付の人事異動により、本会の平成 30年

度事務局組織は下記のとおりとなります。 

 

○参与             伊豆 一美 

○理事・事務局長        江下  修 

○総務課 

 担当次長・課長        奥平  稔 

 主任             髙橋 里子 

主任             山田 丈晴 

○工業支援課 

 担当次長・課長        伊井 史郎 

 副主幹            菅池 有祐 

 主任             佐伯 真由美 

 主任             西尾 裕也 

 主事（総務課兼務）      藤井 弘恵 

○流通・労働支援課 

 課長             米谷 孝行 

 副主幹            稲土 佳里 

 副主幹            野上 栄治 

 主事             渋谷 翔一 

 主事             熊野 祐気 
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