
とやま中央会ＦＡＸ情報 №５３０                             1 

とやま中央会 FAX 情報 

２０１８．３．１ 発行 №５３０ 

 

富山県平成 30年度当初予算案 

商工労働部関係の新規事業の概要について 
 

去る２月 19日（月）、石井隆一知事は、一般会計が前年度当初予算比 0.2％増の 5,487億円とする県

の平成 30年度当初予算案を発表しました。 

今号では、公表された予算案の資料より、商工労働部関係の主な新規事業についてご紹介します。 

 

１．人材の確保・育成 

（１）移住・定住の促進とＵＩＪターン 

・とやまサテライトオフィスモデル事業 

（470万円） 

・県外大学ＵＩＪターン就職パートナーシップ

（1,545万円) 

（２）地方大学の振興と地域産業活性化 

・アルミ産業成長力強化戦略推進事業 

（4,375万円） 

・オープンイノベーション・ハブ（仮称）の整備

【ものづくり研究開発センター】（2月補正） 

  （9億 5千万円） 

・Ｔターン促進・中小企業魅力発信事業 

（547万円） 

 

２．中小企業の振興とチャレンジの支援 

（１）中小・小規模企業の活性化支援 

・ものづくり総合見本市開催準備事業(800万円) 

・事業承継活性化事業      （250万円） 

・事業承継ネットワークの構築 

・プッシュ型事業承継支援の実施 

（２）伝統工芸品産業の振興 

・とやま伝統工芸品ブランド化検討事業 

（200万円） 

・とやま伝統工芸ＰＲ展示会 in Paris事業 

（840万円） 

・越中福岡の菅笠 伝統的工芸品指定ＰＲ助成事

業              （150万円） 

・明治 150年記念「富山の伝統工芸品の老舗展

in日本橋」開催事業      （500万円） 

 

３．ものづくり産業未来戦略 

（１）新たな成長産業の育成・ＩｏＴ、ＡＩ、ロ

ボット導入支援 

・アルミ産業成長力強化戦略推進事業 （再掲） 

・オープンイノベーション・ハブ（仮称）の整備

【ものづくり研究開発センター】（2月補正） 

（再掲） 

・新・富山県ものづくり産業未来戦略（仮称）策

定事業              （750万円）  

・ＩｏＴ－ＩＴビジネスアカデミー事業 

（361万円） 

・ものづくり研究開発実証フィールド発信事業 

（350万円） 

・産業支援機関連携データ集積発信事業 

（300万円） 

・製品機能評価・ＣＮＦ試作拠点人材育成事業 

（200万円） 
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・製品機能評価・ＣＮＦ試作拠点技術研究事業 

（150万円） 

・富山県ものづくり大賞表彰事業 （255万円） 

・高精度メタルワーク人材養成事業（3,824万円） 

（２）産学官連携によるものづくり産業の高度化 

・産学官イノベーション推進事業 

ＣＮＦ・高機能素材推進枠 

・オープンイノベーション・ハブ（仮称）の整備

【ものづくり研究開発センター】（2月補正） 

（再掲） 

・ヘルスケア製品開発拠点（仮称）の整備【生活

工学研究所】（2月補正）   （9億 1千万円） 

・先端デバイスマルチ信頼性試験室（仮称）の整

備【機械電子研究所】（2月補正） 

（1億3,429万円） 

・ＶＲ／ＡＲ検証施設（仮称）の整備【総合デザ

インセンター】（2月補正） （4億 7,100万円） 

（３）デザインを活かした商品開発や販路開拓支

援 

・クリエイティブ・デザイン・ハブ新事業創出支

援事業              （700万円） 

・デザイン交流拠点全国発信事業   （400万円） 

・富山デザインコンペ特別展開催事業 （200万円） 

 

４．環日本海物流・国際経済交流の促進 

（１）伏木富山港の物流活性化  

・ＳＬＢ輸送日数検証事業     （300万円） 

・物流アドバイザーの設置     （550万円） 

（２）国際経済交流の促進 

・ＡＳＥＡＮ諸国等との経済交流促進事業 

（900万円) 

・海外ビジネスアドバイザーの設置 (833万円) 

・ものづくり総合見本市開催準備事業 （再掲） 

※平成 30年度富山県予算案の詳細については、下

記の県経営管理部財政課のホームページをご覧く

ださい。 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1105/kj000

18253-002-01.html 

 

◇ 平成 30 年度 女性が輝く元気企業とやま 受

賞候補企業を募集しています 

 

 県では女性の登用や能力開発等に積極的で、女

性が職場でいきいきと活躍している企業の賞を授

与することにより、企業における働く女性の能力

開発を促進する女性が輝く元気企業とやま賞を実

施しており、平成 30年度の受賞候補企業を募集し

ています。平成 19年度から実施し、これまでに 30

社が受賞しています。（応募締切:4月 18日（水）） 

 

１．対象  

 次の（１）、（２）いずれにも該当する企業・

団体 

（１） 県内に本店又は主たる事業所があること 

（２） 実施要綱に掲げる選出基準により、女性

の登用や能力開発等に積極的に取り組ん

でいること。 

２．受賞のメリット  

・取組みの概要を記載したパンフレットを作成し、

就職活動者向けセミナー等で配布します。 

・県ホームページ等で、取組みの概要を紹介しま

す。 

・富山県建設工事入札参加資格審査で優遇します。 

３．応募方法  

 下記より応募書類をダウンロードし、その他関

係資料（会社の概要、会社組織図、過去 2年分の

決算概要、詳細は応募用紙参照）を添付し、持参

又は郵送でご提出ください。 

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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http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1017/kj000

06375.html 

４．その他  

・受賞企業は富山県が選考のうえ、平成 30年 6月

23日（土）のサンフォルテフェスティバルで賞を

授与します。 

・応募にあたっては、可能な限り「富山県男女共

同参画推進事業所」の認証を受けてください。（今

回同時に申請することも可能です。詳細はお問い

合わせください。） 

５．提出先・お問い合わせ先 

 富山県 総合政策局少子化対策・県民活躍課 

 女性活躍・働き方改革推進班 

ＴＥＬ：０７６―４４４－３１３７ 

ＦＡＸ：０７６－４４４－３４７９ 

 

◇ 知財活性化セミナー開催のご案内 

 

 中部経済局では、知財活性化セミナーを開催し

ます。地方創生、地域活性化のため地域の特産品

を活用した商品開発が盛んに行われ、6次産業化、

農商工連携等による新商品開発が積極的に展開さ

れています。開発した商品の販路を拡大し、ブラ

ンド化を進めていく上で、知的財産の活用は今後

ますます重要となってきます。本セミナーでは、

商品開発の専門家が地域特産品による商品開発の

成功事例を交えながら、売れる地域特産品の開発

手法を紹介するとともに、知的財産活用のポイン

トを解説します。また和歌山県の特産品である「桃」

を使い人気商品を開発した企業より、実際の開発

までの取組内容を紹介します。参加は無料です。 

 

１．開催日時  平成３０年３月６日（火） 

１３時３０分～１６時４０分 

２．開催場所  富山県総合情報センター第１・２   

会議室（富山市高田 527） 

３．内容   

【特別講演①】13時 40分～14時 40分 

「魅力的で売れる地域特産品の作り方」 

 講師：新古 祐子 氏 

（スターフードジャパン㈱代表取締役） 

【特別講演②】14時 50分～15時 50分 

「6 次産業化で成功するために～桃農家が開発し  

た絶品ジェラート～」 

 講師：藪本 あずさ 氏（㈱藤桃庵） 

【施策報告】15時 50分～16時 20分 

「北陸地域の食品・農産品のためのグローバル展

開のための知財活用事業」報告 

 中部経済産業局 電力・ガス事業北陸支局 産

業化 

【インフォメーション】16時 20分～16時 40分 

 知財総合支援窓口と支援事例を紹介 

４．定員  ５０名（事前申込制・先着順） 

５．お申込み・お問合せ先 

  中小企業のための知財活性化セミナー運営事 

務局（オン・タイム有限会社）平日 10時～17時 

ＴＥＬ:０５２－４１４－４６９４ 

ＦＡＸ:０５２－４１４－４６９１ 

http://www.chubu.meti.go.jp/b36tokkyo/press/

20171006/29fy_0306toyama_madoguti_seminar.pd

f 

 

◇ イブニングサロン開催のご案内 

 

 富山県総合デザインセンターでは、アイシング

ループのソフトウェア開発を専門とするアイシ

ン・コムクルーズ㈱の取締役社長 加藤 喜昭氏を

講師に、イブニングサロンを開催します。 

 日本で鉄道が走り始めて約 140年、自動車が走

り始めて約 110年。人の生活と共に「移動」のあ

り方は変化し、技術も進歩してきました。次世代

モビリティーから、それを取り巻く環境やシステ

ムまで、ひとを中心に考える「移動」の在り方に

ついてお話いただきます。参加は無料です。 

 

１．開催日時  平成３０年３月１４日（水） 

１８時～２０時 

２．開催場所 富山県総合デザインセンター２階 

 クリエイティブサロン（高岡市オフィスパーク

5） 
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３．内容 「ひとを中心にしたものづくり」 

 講師：加藤 喜昭 氏（アイシン・コムクルーズ

株式会社 取締役社長） 

４．定員 ２０名 

５．お申込み・お問合せ先  

株式会社富山県産業高度化センター 

富山県総合デザインセンター 

ＴＥＬ：０７６６－６２－０５１０ 

ＦＡＸ：０７６６－６３－６８３０ 

 

◇ 平成３０年度富山県中央会助成事業の希望調

査について 

 

 本会では、国や県の補助を受けて、中小企業組

合・中小企業を構成員としたグループ・共同出資

会社等の組織の活性化や事業運営の円滑化を図る

ため、各種助成事業を実施していますが、平成３

０年度の予算作成の参考に資するため、希望調査

を行っています。実施を希望される場合は、「助

成事業実施希望書」により、３月１６日（金）ま

でにご連絡くださいますようお願いします。 

 

１．富山県中央会助成事業の概要 

 以下、中央会が事業費を支出する事業 

（１）組合特定問題研究会（自己負担なし） 

 ①懇談会の開催 事業費規模：55千円/回 

 ②研修会の開催 事業費規模：98千円/回 

（２）個別専門指導（補助率 2/3） 

 ①テーマ別 事業費規模：21千円/回 

 ②組合別  事業費規模：231千円（1組合等あ

たり延べ 10回） 

（３）組織化集中指導事業（補助率 2/3） 

  実施回数：3回（1組合あたり） 

事業費規模：315千円 

（４）青年部研究会 

  対象組合：組合等の青年部 

開催回数：3回（1組合あたり） 

事業費規模：225千円 

（５）女性部研究会 

  対象組合：組合等の女性部 

開催回数：3回（1組合あたり） 

事業費規模：225千円 

（６）小企業者組合特別講習会（補助率 2/3） 

  対象組合：小企業者組合 

  補助金額：100千円以内（1組合あたり） 

（７）小企業者組合成長戦略推進プログラム等支  

援事業（組合が事業費を支出。補助率 2/3） 

  対象組合：小企業者組合 

  補助金額：1,200千円以内 

（８）取引力強化推進事業（組合が事業費を支出。   

補助率 2/3） 

  対象組合：小規模事業者組合 

  補助金額：500千円以内（下限 100千円） 

※その他、全国中小企業団体中央会が現在募集し

ています中小企業組合活路開拓調査・実現化事業

についての希望調査も行っております。 

中小企業組合活路開拓調査・実現化事業の公募

内容は下記ＵＲＬからご確認ください。 

http://www.chuokai.or.jp/hotinfo/30katsuro-

project.html 

２．お問合せ先 

富山県中小企業団体中央会 総務課 

ＴＥＬ：０７６－４２４－３６８６ 

ＴＥＬ：０７６－４２２－０８３５ 
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