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    １１１１．「．「．「．「ひろしまひろしまひろしまひろしま産業新成長産業新成長産業新成長産業新成長ビジョンビジョンビジョンビジョン」」」」にににに基基基基づくづくづくづく主要施策主要施策主要施策主要施策のののの推進推進推進推進     地域産業のイノベーション創出を進めていくにあたり，現在，本県において重点的に実施している施策（「新たな産業の育成」，「基幹産業の競争力の強化」，「アジアを中心とする成長市場を取り込んだ事業展開(アジア戦略)」，「付加価値・競争力を高めるイノベーション力の強化」）の取組の現状や課題を踏まえた上で，引き続き推進していくことが重要である。  最近の主な取組概況（「平成２４年度の主な取組状況」及び「今後の課題と対策」）については，次のとおりである。                     

 ◆平成２４年度の主な取組状況 ➢ 医療関連産業クラスターの形成に向けた目標，取組方針，スケジュール等を明確にしたアクションプランを策定し，推進体制の構築や企業の意欲的な取組等への支援をスタートさせた。 ➢ 観光地「ひろしまブランド」の構築を図るため，新たな観光プロモーション「おしい！広島県」の展開や，大河ドラマ「平清盛」の放送に合わせた情報発信等に取り組むとともに，「瀬戸内 海の道構想」による広域的な連携事業や推進母体となる「瀬戸内プラットフォーム」の具体化を図るため，瀬戸内６県（平成２４年１０月２２日付けで７県）による「瀬戸内ブランド推進協議会」を設置した。 
 ◆今後の課題と対策 ➢ 企業間連携等のネットワーク構築など活動の土台となる推進基盤の強化・拡充とともに，医療関連ビジネスの拡大に向けて，異業種からの参入を含めた県内企業の意欲的な取組への支援や国内外の医療関連企業の誘致を積極的に展開するなど，アクションプランに基づく施策の着実な実施によりクラスター形成を促進する必要がある。 ➢ 本県の観光客の増加を図るためには，来訪意向を向上させるとともに，観光地としての認知度やブランド力を高める必要があることから，継続したプロモーション活動による情報発信強化等が必要である。 

主要施策主要施策主要施策主要施策のののの取組概況取組概況取組概況取組概況        【【【【ひろしまひろしまひろしまひろしま未来未来未来未来チャレンジビジョンチャレンジビジョンチャレンジビジョンチャレンジビジョン推進施策推進施策推進施策推進施策のののの点検結果点検結果点検結果点検結果（（（（平成平成平成平成 24242424 年度上半期年度上半期年度上半期年度上半期）】）】）】）】    

第第第第３３３３章章章章    イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション創出加速創出加速創出加速創出加速のためののためののためののための戦略戦略戦略戦略    

新新新新たなたなたなたな産業産業産業産業のののの育成育成育成育成 
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 ◆平成２４年度の主な取組状況 ➢ カーエレクトロニクス推進センターにおいて，コーディネーターによる研究開発支援やベンチマーキング活動の実施，また研究会を通じて産学共同研究グループを形成し，補助金を活用した研究開発プロジェクトを組成。 ➢ 専門家による生産現場改善指導やＶＥセミナーによる人材育成，海外製品規格認証取得に利用できるＥＭＣ関連機器の整備を通じて，技術力強化や海外展開への支援を実施。 ➢ 感性利用に関する啓発（講演会）や開発製品の普及（展示会）の実施や，企業・大学・公設試の共同研究の支援，人材ネットワーク構築支援を実施。  ◆今後の課題と対策 ➢ 補助金を活用した提案技術（製品）が量産化されるまでには期間を要するため，継続的なフォローが重要であり，引き続き，県内自動車部品サプライヤーの次世代技術への対応の支援が必要。 ➢ 技術開発には成果が認められるものの，製品化に至ったものはまだ少ない。 
基幹基幹基幹基幹産業産業産業産業のののの競争力競争力競争力競争力のののの強化強化強化強化 

 ◆平成２４年度の主な取組状況 ➢ 四川省との経済交流協定の締結（平成２３年８月）を踏まえ，経済交流の更なる進展を図り，県内企業による成長市場の獲得をサポートするため，平成２４年５月，広島・四川経済交流事務所を開設し，現地における環境商談会や物産展の開催等を実施した。 ➢ 県内企業のインドビジネス展開を支援するため，広島県がＭＯＵ（経済交流協定）を締結しており，自動車産業の集積地である，インドのタミル・ナドゥ州を中心とした地域に，県内自動車部品関連企業等から構成される調査団を派遣し，現地でのビジネスマッチング等を実施した。  ➢ 県内農水産品・加工食料品の海外での販路拡大を図るための販売促進の機会として，海外で広い流通経路を有するイオングループと連携して，香港及びマレーシアで広島ＰＲ・物産展を実施するとともに，物産展後も現地定着のための継続的なプロモーションを行った。 
 ◆今後の課題と対策 ➢ 国内市場が縮小する中，県内企業が持続的に発展していくためには，経済成長著しい中国をはじめとするアジア市場の活力を取り込むなど，グローバルなビジネス展開が不可欠であるが，個々の企業においては，事業展開に必要な現地情報や人的ネットワーク，マーケティング力等が不足しており，引き続き，ビジネス環境の整備を進め，県内企業の果敢なチャレンジを支援していく必要がある。 ➢ 海外展開の関心対象国は，政治・経済情勢の変化やその他のリスクとの比較考慮により刻々と変化していることから，県内企業の幅広い海外ビジネス展開への機動的な対応を行う必要がある。 
 

アジアアジアアジアアジアをををを中心中心中心中心とするとするとするとする成長成長成長成長市場市場市場市場をををを取取取取りりりり込込込込んだんだんだんだ事業展開事業展開事業展開事業展開((((アジアアジアアジアアジア戦略戦略戦略戦略)))) 



65 

                 

 ◆平成２４年度の主な取組状況 ➢ 平成２３年度に策定した「ひろしま産業新成長ビジョン」に基づき，イノベーション創出のための取組を進めるため，産業界・大学・金融機関・行政のトップメンバーによる「地域イノベーション戦略推進会議」を設置し，加速戦略の検討に着手した。 ➢ また，「広島県未来チャレンジ資金」を創設し，イノベーションの原動力となる高度で多彩な産業人材の育成を支援した。 
 ◆今後の課題と対策 ➢ イノベーションを起こすためには，創業や新事業展開が活発化しやすい環境づくりが重要であり，そのためには，ネットワーク強化による付加価値を高めることにより新しいアイデアが生まれやすい環境づくりと，創業や新事業展開に対するきめ細かい支援によるアイデアを形にしやすい環境づくり，という二つの観点からの取組を進めるとともに，引き続き，イノベーションの原動力となる高度で多彩な産業人材の育成に取り組む必要がある。 
付加価値付加価値付加価値付加価値・・・・競争力競争力競争力競争力をををを高高高高めるめるめるめるイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション力力力力のののの強化強化強化強化 
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２２２２．．．．イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション創出創出創出創出をををを加速加速加速加速させるためのさせるためのさせるためのさせるための施策施策施策施策のののの強化強化強化強化  前章に記載のとおり，県内企業の成長の原動力となる産業イノベーション創出の好循環を形成するための環境が十分でない現状を踏まえると，今後は，イノベーション力の徹底強化に向けて，施策を強化する必要がある。具体的には，当面（概ね３年間）次の取組を積極的に行い，産業イノベーション創出の好循環の形成を目指す。                  

 １）つながりによるネットワーク強化に向けて，産学金官の強固な 連携関係を構築するための新たな仕組みづくりや，異分野の融合 によるイノベーションアイデアが生まれる場づくり 
  ２）イノベーションの創出を具体化・加速化させる観点から，新規 創業や第二創業など，多様な創業や新事業展開を積極的に促すた めの支援体制の強化 
  ３）新たな価値を創造する人材，海外市場の開拓に必要な人材の育成 ・集積，若者の定着 
 悪悪悪悪悪悪悪悪循循循循循循循循環環環環環環環環        消費活動消費活動消費活動消費活動のののの 停停停停    滞滞滞滞 将来不安将来不安将来不安将来不安のののの増大増大増大増大    雇 用 環 境雇 用 環 境雇 用 環 境雇 用 環 境 のののの 悪悪悪悪化化化化，，，，労働所得労働所得労働所得労働所得のののの低下低下低下低下     成長成長成長成長をををを担担担担うううう人材人材人材人材がががが流出流出流出流出，，，，減少減少減少減少    少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化，，，，    人口減少人口減少人口減少人口減少にににに伴伴伴伴うううう    活力活力活力活力のののの低下低下低下低下    経済規模経済規模経済規模経済規模のののの    縮縮縮縮    小小小小    

  

域内外域内外域内外域内外のののの関係関係関係関係 機関機関機関機関のつながりのつながりのつながりのつながりがががが強化強化強化強化 

好好好好好好好好循循循循循循循循環環環環環環環環  資金資金資金資金ややややノウハウノウハウノウハウノウハウ 等等等等のののの支援機能支援機能支援機能支援機能がががが充実充実充実充実 

多様多様多様多様なななな創業創業創業創業，，，， 新事業展開新事業展開新事業展開新事業展開へのへのへのへの 挑戦挑戦挑戦挑戦がががが拡大拡大拡大拡大 
 

多様多様多様多様ななななイノベーイノベーイノベーイノベー ションアイデアションアイデアションアイデアションアイデアがががが 生生生生まれるまれるまれるまれる 
 

地域内地域内地域内地域内でででで成長成長成長成長をををを担担担担うううう担担担担いいいい手手手手のののの確確確確保保保保・・・・育成育成育成育成がががが進展進展進展進展 

  

《《《《    施策強化施策強化施策強化施策強化のののの３３３３つのつのつのつの視点視点視点視点    》》》》 ①“オール広島”による連携・ネットワークの強化 ②多様な創業・新事業展開の支援強化 ③次代を担う人材確保・育成 
図 3-1 悪循環から好循環への転換 
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（（（（１１１１））））当面当面当面当面のののの取組取組取組取組みみみみ             ○○○○    関係者関係者関係者関係者（（（（産学金官産学金官産学金官産学金官））））のののの連携連携連携連携がががが不十分不十分不十分不十分    独自の研究機関や研究部門を持たない中小企業が新製品・新技術を開発する場合や，研究部門を持つ企業においても,高度な技術開発を行う場合などは，大学と連携した共同研究は不可欠である。  産業界と大学，行政等との連携は，このような県内企業と大学との共同研究が中心であり，十分な連携・ネットワークが構築できているとは言い難い。 県内の産学連携の仕組みづくりは，これまでの各種取組により一定程度構築されたものの，中小企業との連携は十分とは言えない。例えば，県内最大の大学である広島大学の民間企業との産学共同研究実績額（平成２３年度）は４億９千９百万円であるが，そのうち中小企業に対象を絞ると６千４百万円（全体の１割程度）である。        また，広島大学の共同研究の受入件数については増加傾向であるが，近年，企業の経営状況の悪化等による研究開発費の削減等により，一件当たりの金額は減少している。   [平成２０年度：平均２９０万円/件  ⇒ 平成２３年度：平均１９４万円/件]   
 共同研究実績額・全国順位 うち，中小企業対象分 広島大学 499 百万円・11 位 64 百万円・17 位 岡山大学 300 百万円・22 位 48 百万円・25 位 大阪大学 2,747 百万円・ 3 位   246 百万円・ 3 位 

 

１１１１））））““““オールオールオールオール広島広島広島広島””””によるによるによるによる連携連携連携連携・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの強化強化強化強化    ⅰⅰⅰⅰ....現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

表 3-1 広島大学の共同研究実績額・順位の比較【民間企業】 （出所）文部科学省 HP「平成 23 年度 大学等における産学連携等実績状況について」 
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         なお,これまで実施してきた県内企業と大学との共同研究のコーディネートにも限界がある。これまでの共同研究は，大学側に大学シーズの発信を行うコーディネーターが配置され，大学シーズを基に企業ニーズとのマッチングが行われてきたが，大学シーズからの製品化には時間と費用がかかることから，成果が上がりにくいという課題も明らかとなっている。また，県内企業と大学との研究者の人材交流も十分には進んでおらず，大学の研究成果が地域や県内企業に還元されていない。 一方で，大学と県内企業，金融機関の間で共同研究や人材育成・交流などを行う包括協定締結などの連携の動きが見られる。広島大学では，平成２３年９月に「広島大学産学官連携推進研究協力会」（会員数 130)を設立し，産学官連携体制の強化に向けた具体的な取組が進められている。                                  
《《《《参考参考参考参考----11111111》》》》広島大学産学官連携推進研究協力会広島大学産学官連携推進研究協力会広島大学産学官連携推進研究協力会広島大学産学官連携推進研究協力会 ◆設立目的 広島大学と産業界等との双方のコミュニケーションを促進し，産学官連携体制の強化を図るとともに，広島大学の研究成果の実用化等を通じて産業の活性化を推進する。 ◆活動内容 (1) 総会等における人的交流の推進 (2) 実務教育（リカレント教育）の実施 (3) 新技術説明会（旧 リエゾンフェア）の開催 (4) 分野（テーマ）別の勉強会の開催 (5) 技術研修会・テクノフォーラムの開催 (6) 共同研究・受託研究の推進 (7) 本学産学官連携推進部局情報の発信  

図 3-2 広島大学の共同研究の受け入れ件数と金額の推移 173 344334319295274232227216 665,689581,689545,672 509,611 778,981 856,717 743,602 665,750050100150200250300350400
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

件数
0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000金額(千円)件数金額

（出所）文部科学省 HP「産学官連携の実績」 
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○○○○    イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション・・・・マインドマインドマインドマインドのののの低下低下低下低下    近年の長引く景気低迷や将来に対する雇用不安などから，創業や新事業展開などを行おうとする意識が低下している。  また，我が国は，他の先進国等に比べ，イノベーションを起こした起業家の地位に対する評価が総じて低いという調査結果もある。            県内企業のイノベーションに対する調査では，「積極的に取り組みたい」と考えている企業は５８％存在しており,残りの約４割は「必要性を感じていない」，「よく分からない」という結果であった。また，イノベーションに取り組む上でのネックは何かとの問いには，「技術・研究開発支援」が最も多く，次いで「人材確保・育成」という結果であり，研究開発や人材育成への支援が求められている。  また，県民に対して本県が目指す「イノベーション立県」等についての認知度を調査したところ，県の施策について「知っている」は１割にも満たず，９割以上が「詳しくは知らない」，「知らない」という結果であり，情報発信の強化が必要であると考えられる。また，強い産業・企業を作るためには何が重要だと思うかとの問いに対しては，「独創的で付加価値の高い製品づくり」が最も多く，次いで「人材の育成」という結果であった。 

（出所）平成23年度創業・起業支援事業 報告書     (財)ﾍﾞﾝﾁｬｰｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｾﾝﾀｰ     ※「新しくビジネスを始めて成功した人は高い地位と尊敬を もつようになる」という質問に「はい」と回答した比率 0%20%40%60%80%100% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 年米　国 フランス イギリスドイツ 日　本 中　国
図 3-3 起業家の地位に対する評価の推移 
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（出所）県産業政策課調べ（n=99） 

（出所）県広報課調べ（ｎ=243） 

Ｑ1.イノベーションへの取組に関し，どのような意向をお持ちですか？ Ｑ2.今後，イノベーションにどれくらい力を入れたいと考えていますか？ 
Ｑ3.イノベーションに取り組む上で，ネックとなるものは何ですか？ Ｑ4.イノベーション立県に向けて，県が後押しすべきことは何ですか？ 
Ｑ1. 県が掲げる「イノベーション立県」という言葉を知っていますか？ （1 つだけお答えください） 

図 3-4 県内企業の意識調査 

図 3-5 県民の意識調査 

58% 20% 22%積極的に取り組みたい あまり必要を感じていない よく分からない
33% 18% 23% 8% 18%人材 資金 技術開発 異業種や産学官の連携・ネットワーク 事業戦略

23% 18% 25% 12% 7% 4% 5% 7%人材確保・育成 資金供給技術・研究開発支援 産学官連携・ネットワーク強化経営技術支援 創業支援海外展開支援 マインド醸成
49% 66%41%42%47% 34% 25%44%42%33% 17%9%15%16%20%積極的に取り組みたい あまり必要を感じていない よく分からない《新たな技術や製品の開発》 《新たな生産方式の導入》 《新たな仕入先の開拓》 《新たな販売先の開拓》 《新たな連携》 

その他2.5%行政の支援8.9%情報収集力1.8%他企業との連携3.6%資金調達力1.8%技術力4.3% 人材の育成21.4%海外進出1.4% 販路の拡大2.5% 新しいサービスの提供2.9%環境に対応した製品づくり9.6%独創的で付加価値の高い製品づくり29.3%新製品の開発3.2%技術革新6.8%Ｑ2. 強い産業・企業を作るためには何が   重要だと思いますか？ （1 つだけお答えください） 知っている 8.2% 知らない 60.5% 聞いたことは あるが詳しくは 知らない 31.3% 
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  つながりによるネットワーク強化に向けて，産学金官の強固な連携関係を構築するための新たな仕組みづくりや，イノベーションマインドの醸成，異分野の融合によるイノベーションアイデアが生まれる場づくりを行う。          本県では，産学金官のトップメンバーによる『地域イノベーション戦略推進会議』（平成２４年８月設置）を開催し，関係者間での地域の将来に対する危機意識の共有や，産学金官が一体となって諸課題に取り組む“オール広島”体制の構築を進めている。            
◆会議メンバー（H25.1 現在）  ・産業界：㈱アスカネット 代表取締役社長兼 最高経営責任者 カイハラ㈱ 代表取締役社長 コベルコ建機㈱ 代表取締役社長 シャープ㈱ 執行役員 電子デバイス事業本部長 マツダ㈱ 代表取締役 副社長執行役員 ・大 学：広島大学学長  ・金融界：㈱広島銀行 代表取締役頭取 ・行 政：広島県知事 ・ファシリテーター：広島経済大学教授 （会議風景） 
《《《《参考参考参考参考----12121212》》》》｢｢｢｢地域地域地域地域イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション戦略推進会議戦略推進会議戦略推進会議戦略推進会議｣｣｣｣ 

ⅱⅱⅱⅱ....施策施策施策施策のののの強化策強化策強化策強化策    

①①①①    産学金官産学金官産学金官産学金官のののの強固強固強固強固ななななパートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップのののの構築構築構築構築 

《《《《イノベーションイノベーションイノベーションイノベーションのののの視点視点視点視点》》》》    ◆ 県内企業等のイノベーションマインドの喚起  （現状：積極的に取り組みたい企業 ５８％） ◆ 医療や農業等の分野で見られる新たな異分野融合の取組の拡大 
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今後も，会議を核とした産学金官の強固なパートナーシップを構築するとともに，諸課題（産学金官連携による研究開発機能強化や新たな成長分野の発掘など）についても検討を進める。           地域産業を支える各主体による将来への危機意識の共有やイノベーション創出の必要性などの認知度の向上を図るため，情報発信の強化などを行う。 具体的には，広島における創業や発明，イノベーションの成功事例をロールモデルとして紹介することや，成功した企業や個人の表彰・顕彰などを通して，イノベーションマインドを醸成し，県民運動として展開する。                                
･ 中国地域のニュービジネスの育成と振興を図ることを目的として，中国地域において独創的かつ市場性のあるニュービジネスを展開している企業又は経営者並びに企業内におけるニュービジネスにおいて，顕著な功績があると認められる従業者を表彰する。 ◆受賞者 
 

《《《《参考参考参考参考----13131313》》》》イノベーションイノベーションイノベーションイノベーションにににに関関関関するするするする表彰表彰表彰表彰事例事例事例事例（（（（そのそのそのその１１１１）））） ①①①①「「「「中国地域中国地域中国地域中国地域ニュービジネスニュービジネスニュービジネスニュービジネス大賞大賞大賞大賞」」」」（（（（((((社社社社))))中国地域中国地域中国地域中国地域ニュービジネスニュービジネスニュービジネスニュービジネス協協協協議会議会議会議会））））    ･第 19 回〔平成 23年度〕～県内企業のみ抜粋  受 賞 者 内  容 中国地域ニュー ビジネス優秀賞 ㈱コーポレーション パールスター 産学官連携で開発した靴下による転倒防止対策  〃 ㈱八天堂 100 種類におよぶパンの製造・販売からクリームパンの製造・販売に特化 中国地域ニュー ビジネス特別賞 ㈱サンエー ディーゼル・エンジン用超小型・低コスト尿素センサーの開発・製造・販売 
 ･第 20 回〔平成 24年度〕～県内企業のみ抜粋  受 賞 者 内  容 中国地域ニュー ビジネス大賞 ㈱アイグラン サービス業の視点を取り入れた株式会社による認可保育園と事業所内保育園の展開 中国地域ニュー ビジネス特別賞 ㈱酒商山田 酒蔵と共に，新しい切り口での「日本の酒」の需要を開拓 中国地域ニュー ビジネス奨励賞 ㈱アイルネット ＬＥＤと専用設計した導光版を使用した新ＬＥＤ照明商品の開発と販売     〃 オオアサ電子㈱ 360 度全方向へ平面特性波を出す事を可能にした円筒型スピーカーの開発 
 

②②②②    イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション立県立県立県立県へへへへ向向向向けたけたけたけた県民運動県民運動県民運動県民運動のののの展開展開展開展開 

（出所）(社)中国地域ニュービジネス協議会ホームページ 
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②②②②「「「「ひろしまひろしまひろしまひろしまベンチャーベンチャーベンチャーベンチャー助成金助成金助成金助成金」」」」（〔（〔（〔（〔公財公財公財公財〕〕〕〕ひろしまひろしまひろしまひろしまベンチャーベンチャーベンチャーベンチャー育成基金育成基金育成基金育成基金））））    ･ 広島県内の将来有望な事業アイデアを有する起業家などを発掘・育成し，もって地域経済の活性化に貢献することを目的に，(公財)ひろしまベンチャー育成基金が設立。毎年，ひろしまベンチャー助成金（「ひろしまベンチャー大賞」等）の贈呈先を選考。 ◆概 要 区 分 概   要  助成対象  広島県内に主たる事業所（事務所）を置くか，あるいは広島県内在住の新規性・独創性のある技術やビジネスプラン等を持つ，創業前または創業後研究開発段階にある将来有望な法人・個人で次の要件に該当すること。 （法人）1.創業または設立から 7年未満，かつ前年度売上高が 5億円以下  2.子会社（会社法上）の場合，親会社が上記１の要件に該当すること  3.特定非営利活動法人(NPO)でないこと  （個人）創業前および創業から 7年未満，かつ前年度売上高が 5億円以下   助成内容  ・ ひろしまベンチャー大賞(法人･個人)    500万円(1先程度) ・ ひろしまベンチャーエコ特別賞(法人･個人) 100万円(1先程度) ・ ひろしまベンチャー奨励賞(法人)      100万円～300万円(5先程度) ・ ひろしまベンチャー育成賞(個人)      50万円～200万円(5先程度) ・ ひろしまヤングベンチャー大賞(学生) 30万円 ・ ひろしまヤングベンチャー賞(学生)   5万円～10万円   ◆ひろしまベンチャー大賞受賞者〔平成 19年度～〕 
 

（出所）（公財）ひろしまベンチャー育成基金 ホームページ 

《《《《参考参考参考参考----13131313》》》》イノベーションイノベーションイノベーションイノベーションにににに関関関関するするするする表彰表彰表彰表彰事例事例事例事例（（（（そのそのそのその２２２２）））） 

年度 受賞者名 分野 受賞テーマ H19 ㈱テクノクラーツ 新製造 技術 次世代アンダーカット成形装置の事業化 H20 Kec's studio 生活 文化 新しいオリジナル akariのビジネスを広島から 世界へ H21 ㈱和奏 流通 食品 宮島名物商品の開発と店舗販売事業 H21 ADAPTEX㈱ 環境 ﾊﾞｲｵ 省エネ化と効率化を実現するプラント制御運転 最適化サービス事業 H22 ㈱広島バイオ メディカル 環境 ﾊﾞｲｵ 先端的ニワトリバイオテクノロジーに基礎を置 くバイオ事業 H23 ㈱広島クライオ プリザベーション サービス 環境 ﾊﾞｲｵ 銘柄豚の遺伝資源保存を目指した凍結精液受託 サービス H24 該当なし － －  
(5～7先程度) 



74 

                        革新的なビジネスアイデアの創出のためには，異業種・異分野のつながりが重要であり，イノベーションアイデアが生まれる場づくりとして，特に今後融合によりアイデア創出が期待されるＩＴ分野について，新たな展開（ＩＴ融合～業務効率化のためのＩＴ利用から，ＩＴと異分野〔農業，医療・福祉，自動車交通等〕の融合によるビジネス創出）に対応するため，ＩＴ業界と新たなビジネス創出が期待される異分野業界（農業，医療・福祉など）が一堂に会するフォーラムを開催し，新ビジネス創出を支援する。 
③③③③    異分野異分野異分野異分野のののの融合融合融合融合によるによるによるによる新新新新ビジネスビジネスビジネスビジネス創出創出創出創出 

･ 日本の産業界で活躍する独創的な人材にスポットを当てることにより日本に活力を与えようと 2002 年に日経ＢＰ社が創設した賞。 ◆選考基準 ・日本発の独創的なアイデア，しかも実行力があって，日本の産業を変える可能性があり，すでにある程度の成果を出している人。企業の技術者や大学の研究者，経営者などジャンルは問わない。  ◆受賞者〔平成 23年〕 ③③③③「「「「日本日本日本日本イノベーターイノベーターイノベーターイノベーター大賞大賞大賞大賞」」」」（（（（日経日経日経日経ＢＰＢＰＢＰＢＰ社社社社））））      受賞者 選考理由 大 賞 東レ複合材料研究所 代表 同研究所所長   北野 彰彦 氏 「航空旅客機への大量採用に代表されるような炭素繊維の普及での東レの貢献は大きい。北野氏が所長を務める複合材料研究所は素材開発などの面で大きな役割を果たしている」  優秀賞 松岡 俊和 氏 (北九州市環境局環境未来都市担当理事) 「環境負荷が低く，エネルギーの効率的な消費を実現するスマートシティは日本が国として目指すべき姿の 1つ。国内屈指の先進地域である北九州市で活動の推進役を担ってきた」 優秀賞 谷島 賢 氏 (イーグルバス社長) 「斬新な経営手法で，2006 年の参入から数年で自社の路線バス利用者を増加に転じさせ，海外展開も視野に入れる。自社のノウハウを基に全国の路線バスの経営支援などにも乗り出す」 特別賞 尾上 誠蔵 氏 (NTT ﾄﾞｺﾓ取締役常務執行役員 研究開発センター所長) 「日本発の技術として，一気に世界で普及が進み始めた高速通信技術である LTE（ロング・ターム・エボリューション）の国際標準規格化に大きな役割を果たした」 
 
 （出所）㈱日経 BP（日経ビジネスオンライン）ホームページ「日本イノベーター大賞 2012」 

《《《《参考参考参考参考----13131313》》》》イノベーションイノベーションイノベーションイノベーションにににに関関関関すすすするるるる表彰表彰表彰表彰事例事例事例事例（（（（そのそのそのその３３３３）））） 
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                  ○ ㈱ハイエレコンは平成 23年 3月に植物工場の研究・開発・設計・製造を行うアグリウェーブ㈱を協力 4社と共に設立。㈱ハイエレコンはこれまでのソフト開発，遠隔監視・制御システムの開発・運用実績を基に， アグリウェーブに植物工場遠隔制御・監視 システムを提供すると共に，アグリウェー ブ社製の植物工場システムの販売を開始。     ■■■■遠隔制御遠隔制御遠隔制御遠隔制御・・・・監視監視監視監視システムシステムシステムシステム    ○ コンテナ型・小型・大型の各種植物工場の 隔地からの操作を可能とする。 ○ 照明・養液・CO2等の重要な環境パラメータ を自動制御し，自動運転を可能とする。  

◆◆◆◆広島県呉市広島県呉市広島県呉市広島県呉市でのでのでのでの実績実績実績実績をををを活活活活かしたかしたかしたかした保険者向保険者向保険者向保険者向けのけのけのけの新新新新サービスサービスサービスサービス    ～「～「～「～「ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケアやまとやまとやまとやまと」」」」でででで医療費適正化医療費適正化医療費適正化医療費適正化をををを目指目指目指目指しますしますしますします～～～～    ○ 医療技術の高度化，少子高齢化により日本の医療費が増大するなか，医療費適正化は全国の保険者共通の課題となっている。 「ヘルスケアやまと」は，医療費適正化の実績で全国の保険者から注目されている呉市の保健事業をパッケージ化した，日本で初めての費用対効果の見える，保険者の手間が不要なフルアウトソーシングのサービ スで，医療費適正化のみならず被保険者の ＱＯＬ（生活の質）の向上を図ることが可 能になる。 また，「ヘルスケアやまと」は，医療機関 と連携した保険者による保健事業として国 の助成金の対象となっていることから，保 険者に急速に浸透すると見込んでいる。  
■■■■「「「「ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケアやまとやまとやまとやまと」」」」のののの概要概要概要概要    

《《《《参考参考参考参考----14141414》》》》ＩＴＩＴＩＴＩＴ融合融合融合融合のののの県内事例県内事例県内事例県内事例 ①①①①ＩＴＩＴＩＴＩＴとととと医療医療医療医療：：：：費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果のののの見見見見えるえるえるえる保健事業支援保健事業支援保健事業支援保健事業支援サービスサービスサービスサービス    [[[[㈱㈱㈱㈱データホライゾンデータホライゾンデータホライゾンデータホライゾン((((広島市西区広島市西区広島市西区広島市西区)])])])]    
②②②②ＩＴＩＴＩＴＩＴとととと農業農業農業農業：：：：植物工場遠隔操作植物工場遠隔操作植物工場遠隔操作植物工場遠隔操作システムシステムシステムシステム    [[[[㈱㈱㈱㈱ハイエレコンハイエレコンハイエレコンハイエレコン((((広島市西区広島市西区広島市西区広島市西区)])])])]    
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◆取組内容  ①ＩＴ融合フォーラム有識者会議   ・異分野の産学官の連携促進，課題解決を進めるため，日本の目指すべき姿と実現に向けた政策の方向性について議論する場を設置 ②ＩＴ融合フォーラムプロジェクトグループ  ・ＩＴ融合フォーラムの下で，個別プロジェクトグループを組成     プローブデータ融合プロジェクトグループ エンジニアリングデータ融合プロジェクトグループ ③ＩＴ融合フォーラムワーキンググループ  ・個別プロジェクトグループから抽出される課題等を解決 ④ＩＴ融合システム開発事業（NEDO 実証事業）   ・「都市交通分野」「ヘルスケア分野」「農商工連携分野」を重点分野と位置づけて，IT・データの利活用を通じた新たな産業・サービスの創出を目指す取り組みを支援  

《《《《参考参考参考参考----15151515》》》》国国国国（（（（経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省））））のののの動動動動きききき ○ クラウドコンピューティング技術等の登場により，大量の情報を「ビッグデータ」として蓄積・利用することが可能となり，ＩＴ・データを起点とした「ＩＴ「ＩＴ「ＩＴ「ＩＴ融合新産業融合新産業融合新産業融合新産業」」」」の創出によるサービスの革新や経済活動の効率化を促す動きを進めている。 
 「ＩＴ「ＩＴ「ＩＴ「ＩＴ融合新産業融合新産業融合新産業融合新産業」」」」とは・・・  ○ 製造，小売，物流，医療・ヘルスケア，農業等の多様な産業分野において，ＩＴ・データ（電力使用情報，医療･健康情報，位置情報等）を活用して生み出される新ビジネスや，ＩＴを媒介として異分野の産業が結びついて生み出される新ビジネス  
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   ①①①①    創業創業創業創業のののの低迷低迷低迷低迷    近年，本県では開業する事業所が大幅に減少し，廃業数が開業数を大きく上回っている。（開業数３,７２９件/年〔開業率２.８％〕＜廃業件数８,４３８件/年〔廃業率６.２％〕）。開業率は景気や社会・経済情勢などの影響で大きく変動しているが，廃業率は景気に左右されず，概ね６～７％で推移しており，直近の調査では開業率と廃業率の差が拡大している。 地域別の新設事業所数は，首都圏，中京圏，阪神圏の大都市で多く，地方中枢都市では，北海道及び福岡県で多くなっており，本県は全国第１１位となっている。また，人口当たり創業件数では，産業や企業が少ない地方の県が上位を占めており，本県は政令指定都市を持つ都道府県の中では，大阪府，北海道，福岡県に次ぐ第４位となっている。                
（出所）総務省統計局「事務所・企業統計調査 (平成 11 年及び平成 16 年は簡易調査)」               「平成 21 年経済センサス-基礎調査」  ○平成 21年経済センサス<基礎調査>(H18～21 の約 3 年間(33ヶ月)) ・開業数 10,256，廃業数 23,205 〔開業率 2.8%＜廃業率 6.2%〕 ⇒年間平均約 4,700件 廃業が開業を上回る 
02,0004,0006,0008,00010,00012,000 H8.10.2～H11.7.1 H11.7.2～H13.10.1 H13.10.2～H16.6.1 H16.6.2～H18.10.1 H18.10.2～H21.7.1事業所数【年換算】 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0% 年率開業事業所数【年換算】廃業事業所数【年換算】開業率（年率）廃業率（年率）

２２２２））））多様多様多様多様なななな創業創業創業創業・・・・新事業展開新事業展開新事業展開新事業展開のののの支援強化支援強化支援強化支援強化    ⅰⅰⅰⅰ....現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

図 3-6 開業率と廃業率の推移 [広島県] 
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                    起業家の年齢は，６０歳以上が年々増加し，平成１９年には全体の約３割を占めるなど，高齢化が進行している。これは若年層よりも資金や人脈が豊富で，かつ専門的・技術的知識を有しているためと考えられる。 一方で，２９歳以下の若年層の起業に対する意識は年々低下しており，新入社員に対する意識調査においても，“なるべく早く転職・独立したい”“いずれは独立したい”と答える人は年々減少する一方で，“定年まで勤めたい”と答える人が増加し，直近では半数を占めるなど，安定志向が増加している。これは，近年の長引く景気低迷や将来不安，またアイデアがあっても資金調達や販路・人脈など乗り越える課題が多くあるため，リスクのある起業を敬遠しているものと考えられる。 

図 3-7 全国の新設事業所数と開業率の状況 
（出所）総務省統計局「平成 21 年経済センサス-基礎調査」 図 3-8 人口当たり創業件数ランキング 

0.000.501.001.502.002.50 沖縄県 大阪府 福岡県 宮崎県 鹿児島県 島根県 香川県 高知県 石川県 大分県 北海道 鳥取県 広島県 佐賀県 宮城県 東京都 長野県 徳島県 静岡県 青森県 兵庫県 秋田県 熊本県 山梨県 京都府 福井県 山口県 愛知県 新潟県 長崎県 愛媛県 山形県 岩手県 群馬県 栃木県 岐阜県 富山県 滋賀県 和歌山県 福島県 岡山県 三重県 神奈川県 茨城県 奈良県 埼玉県 千葉県（出所）総務省統計局「平成 21 年経済センサス-基礎調査」，都道府県人口(H21)      人口 1,000 人当たり創業件数＝1 年当たり創業件数/人口×1,000 
1.301.301.301.30 件件件件(13(13(13(13 位位位位))))    

05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%新設事業所数 年率開業率



79 

なお，雇用創出の４割弱を，事業所数の 1 割弱を占める開業事業所が担っているとのデータもあり，創業は雇用の創出・拡大効果が大きく，企業成長の苗床となっている。  創業時の課題としては，「資金調達・資金繰り」及び「販売・マーケティング/人脈づくり」で半数を占めており，これまで県内の各商工会議所などで創業支援は一定程度行われているが，十分な成果があがっていないのではないかと考えられる。                        

24 22 22 28 22 16 1537 35 27 25 22 25 2720 20 21 21 20 17 1712 15 16 12 14 18 157 8 14 14 21 25 270%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
S54 S57 S62 H4 H9 H14 H19

60歳代５０歳代40歳代30歳代29歳以下 50.0%43.1%33.4%32.5%27.2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%20102009200820072006 なるべく早く転職・独立したいいずれは転職したいいずれは独立したい場合により転職したい場合により独立したい定年まで勤めたいいずれは家庭に入りたい無回答（出所）（社）日本能率協会「2010 年度新入社員」 会社や社会に対する意識調査 （出所）中小企業庁「中小企業白書 2011 年版」 

図 3-9 起業家の年齢別構成 図 3-10 転職・独立志向の意識調査 

人材確保・維持,8% 知名度/信用力のなさ,9%
その他,13%協力先・提携先の確保等, 4%受注減, 4%経営管理/事務手続,6% 販売・マーケティング/人脈づくり, 18%資金調達・資金繰り, 32%製品・サービスの開発, 6%（出所）中小企業庁(H23.7)「起業・転業，再生・事業引継ぎ」 

図 3-12 創業時の課題 
（出所）中小企業庁「中小企業白書 2011 年版」 91.5% 62.4%8.5% 37.6%0%20%40%60%80%100% 事業所数 雇用創出

存続事業所 開業事業所618 万人 371 万人 441 万 事業所 41 万 事業所 図 3-11 開業及び存続事業所による雇用創出 
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②②②②    企業企業企業企業のののの経営課題経営課題経営課題経営課題のののの複雑化複雑化複雑化複雑化・・・・高度化高度化高度化高度化・・・・専門化専門化専門化専門化    人口減少による国内需要の減少，新興国の勢力拡大等，内外環境の著しい変化に伴い，県内中小企業の抱える経営課題は，複雑化・高度化・専門化している。 技術・経営面では，企業の競争力の源泉となる，人材・技術・ノウハウ・知的財産・組織力など財務諸表に現れない資産（知的資産）を把握し，有効活用する取組が，県内中小企業では進んでいない。また，技術力・経営力等の定性的評価に基づく融資の実績は十分でない。 資金供給面では，㈱ひろしまイノベーション推進機構による投資や県費預託融資制度による融資などにより，成長を志向する企業への資金供給が行われており，また，各種補助金により技術開発や市場化への支援が行われている。なお，地域金融機関では，金融庁等の指導もあり，担保や保証に過度に依存しない資金供給が求められているが，それを担う人材が不足しており，企業の成長力（技術力・経営力）の把握が困難となっている。金融庁が行った地域金融機関の実務者に対するアンケート調査では，“目利き能力の発揮”については，約７割で「人員等の体制に余力がない」「内部にノウハウ，人材の蓄積がない」という結果であった。  支援体制については，中小企業経営力強化支援法の施行（H24.8.30）により，支援事業者が多様化することに伴い，支援体制を再構築し，効率的・効果的な支援となるよう検討する必要がある。          
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11.0%11.0%24.9%15.3% 27.0%17.2% 13.9%14.9% 41.0%44.5%41.9%54.2% 17.0%21.1%14.4%11.1% 4.0%6.2%4.9%4.5%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%経営改善支援事業再生支援事業承継支援目利き能力の発揮 利用者のニーズ把握が不十分人員等の体制に余力がない内部に専門的なノウハウ・人材の蓄積がない外部機関等の活用・連携が不十分その他（出所）金融庁(H22.7)「平成 21 年度における地域密着型金融の取組み状況について」 《《《《参考参考参考参考----16161616》》》》経営革新等支援経営革新等支援経営革新等支援経営革新等支援機関機関機関機関のののの認定認定認定認定    ～～～～中小企業経営力強化支援法中小企業経営力強化支援法中小企業経営力強化支援法中小企業経営力強化支援法 ◆認定のねらい ・ 中小企業経営力強化支援法に基づき，中小企業に対して「チーム」として専門性の高い支援事業を行うための体制整備を行う。 ・ 既存の中小企業支援者，金融機関，税理士・税理士法人等の中小企業支援事業を行うものを認定。 ◆認定数 ・ 全国５,４８１機関（平成２５年２月１日時点） 
 

【直面している経営課題】（複数回答）117 105 87 86 83 70 59 43 31 29 10 10 13147人材育成 競争の激化 販路開拓 仕事量減少 新商品開発 仕入価格上昇 適材人材確保 次世代育成 研究開発 事業承継 資金繰り 労働力過剰 在庫整理 その他（出所）県商工労働局「平成22年度企業訪問調査結果」     （ｎ=319，複数回答） 
 図 3-13 県内企業の直面している経営課題 

図 3-14 地域金融機関の実務者に対するアンケート 
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③③③③    基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業のののの低迷低迷低迷低迷    円高や原材料の高騰など，本県の基幹産業を取り巻く環境は悪化しており，新興国の加速的な工業化に伴う国際競争の激化や，海外生産の増加に伴う国内産業の空洞化への懸念などがある。 なお，企業の研究開発費は業績の低迷とともに抑制されており，国内企業の研究開発費は平成１１年以降増加傾向にあったが，平成２１年度にリーマン・ショックの影響を受け急減し，翌年度以降も概ね横ばいの傾向となっている。 このため，近時の事業環境の変化に早急に対応できる出口に近い実用化開発に向けた取組を加速させる必要があり，また，本県経済の牽引役となることが期待できる成長の種（新たな産業分野，新たな技術等）を調査・発掘し，継続的に育成することが必要である。    業 種 課 題 対応の方向性 自動車産業 ・県内自動車メーカーの海外生産や海外調達の拡大による「空洞化」の懸念 ・日米欧を中心とした環境規制への対応 ・国際競争に勝ち残るためには，環境技術への対応が必須 （次世代自動車の開発 等） 造船産業 ・国際規制への対応（ＣＯ２対策，バラスト水処理等） ・受注低迷による手持工事量の激減，競争激化による安値受注 ・革新的省エネ船舶の開発 ・積極的な海外販路開拓 鉄鋼業 ・人口減少による内需向け製造業の縮小，公共事業の減少 ・自動車・家電など川下製造業の海外移転に伴う対応，海外移転企業における現地調達の増加 ・設備更新等によるコスト削減 ・技術優位性の確保による製品の高付加価値化 ・海外現地生産拠点の拡充，グローバルネットワークの再構築・強化 電気機械産業 ・海外企業との価格競争や六重苦による国際競争力の低下 ・生産拠点の海外移転 ・事業の選択と集中，開発のスピードアップ，オープンイノベーションの推進 ・海外現地のＲ＆Ｄ機能の強化 一般機械産業 ・省エネ対策や耐久性の向上，排ガス規制，安全対策など，多様化するユーザーニーズ ・中国を中心とする東アジア，ロシア市場へのグローバル展開 ・変革スピードに対応した開発力の保持 ・海外展開に際しての，現地での人材獲得や資金調達などの現地サポート体制の強化 

表 3-2 本県の基幹産業の課題と方向性 
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13.3 12.0 12.0 12.313.613.812.711.911.811.610.011.012.013.014.0

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 年度
兆円 図 3-15 国内企業の研究開発費の推移 
平成 （出所）総務省「科学技術研究調査」 

急減急減急減急減    
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  イノベーションの創出を具体化・加速させる観点から，新規創業や第二創業など，多様な創業や新事業展開を積極的に促し，企業成長を後押しする支援体制の強化，基幹産業の競争力強化，成長投資を後押しする環境の整備を行う。                                         創業をこれまで以上に拡大させるため，アイデアの具現化や事業計画策定，資金調達など，創業希望者や第二創業を目指す企業等のステージ毎の課題を，専門家や民間支援事業者などを活用して適時・適切に解決するとともに，アフターフォローなどのきめ細かい支援策を実施することとし，創業の確度を高める。 具体的には，創業希望者等を支える専門家（中小企業診断士・公認会計士・税理士・コンサルタント等）を創業サポーターとして活用し，成長性のあるビジネスアイデアの事業化に対して集中指導や専門的アドバイス等を行い，単発の「創業塾」にとどまらない，創業前後のきめ細やかな相談サービスを行う。【サポート型創業支援】 また，地域発のモデル性の高い創業支援プログラムの提案を民間支援事業者から公募し，創業支援事業を委託することで，創業の拡大を図る。【パッケージ型創業支援】  

ⅱⅱⅱⅱ....施策施策施策施策のののの強化策強化策強化策強化策    

①①①①    創業創業創業創業をををを拡大拡大拡大拡大するするするする仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの構築構築構築構築 

《《《《イノベーションイノベーションイノベーションイノベーションのののの視点視点視点視点》》》》    ◆ 多様な創業の拡大  （現状：開業率２.８％，廃業率６.２％） ◆ 自動車・造船等基幹産業の市場開拓力の強化 ◆ 地域金融機関のさらなる支援機能の充実 
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委託先  民間事業者等（３件程度） 
 

 支  援 概  要  民間ノウハウ（インキュベーション施設，金融機能等）を活用したハンズオン型の創業支援プログラムの提案を民間から公募・委託し実施する。 
 

 

図 3-16 サポート型創業支援の内容 

表 3-3 パッケージ型創業支援の内容 
【創業前支援】スタートアップ期間 【創業後支援】ニュービジネス期間〇創業プラン（たたき台）作成／提出

〇審査（支援決定／サポーターとのマッチング） 会社設立申請指導資金調達（融資／助成金等）創業プラン･添削指導②創業プラン・添削指導①創業プラン策定アドバイス 税務申告支援経営課題に対する指導・助言資金調達（融資／助成金等）商品開発，販路開拓人材確保，育成 企業経営／成長〇事業申込み（一年以内の創業意志あり）
創業サポーター募集／審査／登録 創業創業創業創業セミナーセミナーセミナーセミナー（（（（創業創業創業創業ブートキャンプブートキャンプブートキャンプブートキャンプ（（（（仮称仮称仮称仮称）））））））） 初回 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ◎回 ◎回 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・創業・第二創業相談内容の例

200名 150名

実施機関 ひろしま創業サポートセンター（仮称） [(公財)ひろしま産業振興機構内に常設事務局を設置予定] 支援概要 ○創業セミナー（創業ブートキャンプ(仮称)）の開催  ・創業希望者等を対象とした集中指導   ＜１コース：２日間×２０名（１０回）＞ ○創業サポーターによる専門アドバイスの実施  ・アイデアから創業プラン策定支援  ・会社設立や税務等アドバイス  ・設立後の事業立ち上げ支援 支援期間 支援開始から，概ね最長２年間程度 
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      《《《《参考参考参考参考----17171717》》》》国国国国のののの創業支援施策創業支援施策創業支援施策創業支援施策《《《《平成平成平成平成 24242424 年度補正予算年度補正予算年度補正予算年度補正予算》》》》 ◆事業内容 ・ 新たに起業・創業や第二創業を行う女性及び若者に対して事業計画を募集し，計画の実施に要する費用の一部を助成することで，地域需要を興すビジネス等を支援する。 ・ 認定支援機関たる金融機関等は，起業家・経営者に対して事業計画策定・実施の支援等を行う。 ◆要 件 ・ 対象者：起業・創業や第二創業を行う個人，中小企業・小規模事業者（認定支援機関たる金融機関等の支援を受けたもの） ◆事業スキーム図  
①①①①地域需要創造型等企業地域需要創造型等企業地域需要創造型等企業地域需要創造型等企業・・・・創業促進補助金創業促進補助金創業促進補助金創業促進補助金《《《《平成平成平成平成 24242424 年度補正予算年度補正予算年度補正予算年度補正予算》》》》        

    国国国国        事務局事務局事務局事務局    創業創業創業創業するするするする個人個人個人個人    第二創業第二創業第二創業第二創業するするするする個人又個人又個人又個人又はははは    中小企業中小企業中小企業中小企業・・・・小規模事業者小規模事業者小規模事業者小規模事業者    200 億円 (定額) 上限 200～700万円 (2/3 補助) 事業計画 策定・実行支援 補助 基金造成 ・・・・認定支援機関認定支援機関認定支援機関認定支援機関たるたるたるたる金融機関金融機関金融機関金融機関    ・・・・金融機関金融機関金融機関金融機関とととと連携連携連携連携したしたしたした認定支援機関認定支援機関認定支援機関認定支援機関    ②②②②起業支援型地域雇用創造事業起業支援型地域雇用創造事業起業支援型地域雇用創造事業起業支援型地域雇用創造事業《《《《平成平成平成平成 24242424 年度補正予算年度補正予算年度補正予算年度補正予算》》》》        ◆事業内容 ・ 目  的：地域の産業・雇用振興策に沿って実施する雇用創出事業により，失業者の雇用を確保するとともに，委託先企業の成長による地域の安定的な雇用の受け皿を創出する。 ・ 実施期間：平成２５年度末まで（一部平成２６年度末まで）  ・ 実施主体：起業後１０年以内の民間企業等（本社が県内の企業に限る） ◆事業スキーム図  厚生労働省 県（緊急雇用対策基金） 交付金交付 委託 委託 補助 雇用 市 町 民間企業等（起業後 10年以内） 失  業  者 雇雇雇雇    用用用用    のののの    創創創創    出出出出    



87 

                                    
○○○○    東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所    ◆支援概要 ･ 東京商工会議所が運営する中小企業支援センター（創業支援担当）が主体となり， 創業時の課題である資金調達の解決や事業計画策定を支援するため，日本政策金融 公庫や信用保証協会等と連携し，創業支援事業を企画・実施。  ◆支援体制 中小企業支援センター （創業支援担当） 都内２３支部 地域金融機関(信金等) 区役所 日本政策金融公庫 都中小企業振興公社 東京信用保証協会 日本政策金融公庫  共催セミナー 融資斡旋 

 共催セミナー 融資斡旋 案件相談 サポート 情報提供 広報協力 
《《《《参考参考参考参考----18181818》》》》事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介（（（（創業創業創業創業のののの準備段階準備段階準備段階準備段階にににに応応応応じたじたじたじたパッケージパッケージパッケージパッケージ型支援型支援型支援型支援）））） 

図 3-17  創業支援施策のイメージ 潜在的な 起業家 創業活動＆第二創業活動 
 サポート型 創業支援  パッケージ型 創業支援  事業活動を継続するための フォローアップ支援 《支援例》 ･人材確保育成支援 ・商品開発・販路開拓支援 等  創業プラン実現のための ブラッシュアップ支援 《支援例》 ・資金調達支援 ・会社設立申請指導 等  成長を見据えた創業 プランの作成支援 《支援例》 ・プラン策定助言 ・プラン添削指導 等 

 第二創業を 目指す企業 
 等 計画 段階  企業 

 経営 
 

【創業前支援】  スタートアップ期間 【創業後支援】  ニュービジネス期間  ビジネス アイデア アイデアアイデアアイデアアイデア
    

    実現実現実現実現のののの壁壁壁壁
    

創業プランの レベルアップ 資金調達資金調達資金調達資金調達
    

    
 
   
 
 
 
     のののの壁壁壁壁

 

創業プランの 実現 事業事業事業事業継続継続継続継続
    

            のののの壁壁壁壁
    

新たな成長 創業･ 第二創業 
国国国国    事事事事    業業業業    起業・創業，第二創業を行う女性及び若者に対し，事業計画事業計画事業計画事業計画のののの実施実施実施実施にににに要要要要するするするする費用費用費用費用のののの一部一部一部一部をををを助成助成助成助成    《《《《上限上限上限上限 200200200200～～～～700700700700 万円万円万円万円((((補助率補助率補助率補助率 2/3)2/3)2/3)2/3)    ～地域需要創造型等企業・創業促進補助金～ 国国国国    事事事事    業業業業    起業後 10年以内の企業等に対し失業者失業者失業者失業者をををを雇用雇用雇用雇用するするするする場合場合場合場合にににに費用費用費用費用をををを助成助成助成助成 ～起業支援型地域雇用創出事業～ 
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                                            成長を目指す企業の複雑化・高度化・専門化した経営課題については，平成２４年度から実施している，全国トップレベルの専門家で構成されたチームによる集中支援で課題解決を行い，企業成長を加速させるものとする。 また，資金供給機能の強化を図るため，地域金融機関と連携して技術力・ノウハウや成長性・経営力等の評価制度の導入により，信用力の向上による融資や，その過程で明らかになった課題の解決に向けた取組を支援する。なお，企業が有する知的資産の活用を促進するため，セミナー等を通じて県内企業のマインド醸成を図るとともに，知的資産経営報告書の作成支援を行う。          

○○○○    富士市産業支援富士市産業支援富士市産業支援富士市産業支援センターセンターセンターセンター（ｆ（ｆ（ｆ（ｆ----Ｂｉｚ）Ｂｉｚ）Ｂｉｚ）Ｂｉｚ）事業事業事業事業    [[[[静岡県富士市静岡県富士市静岡県富士市静岡県富士市]]]]       （Ｈ20年度～年4,000万円程度）   ･ 富士市産業支援センターの運営を地元民間コンサルタント（㈱イドム〈小出宗昭氏 代表〉）に委託。  ･ 平成23年度の相談実績は2,140件 ･ 11年間（累計）で850件の新商品・新サービスの創出を支援 《《《《参考参考参考参考----19191919》》》》事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介（（（（中小企業経営力支援法施行前中小企業経営力支援法施行前中小企業経営力支援法施行前中小企業経営力支援法施行前のののの民間委託民間委託民間委託民間委託事例事例事例事例）））） 
②②②②    企業成長企業成長企業成長企業成長をををを後押後押後押後押しするしするしするしする仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの強化強化強化強化 

《《《《参考参考参考参考----20202020》》》》知的資産知的資産知的資産知的資産とはとはとはとは ○「知的資産」とは，特許やノウハウなどの知的財産に加え，人材，技術，組織力，顧客とのネットワーク，ブランド等の目に見えない資産を合わせたもののことで，企業の競争力の源泉となるもの。 （出所）経済産業省ＨＰ 
無形資産無形資産無形資産無形資産    例)借地権，電話加入権 等 知的資産知的資産知的資産知的資産    例)人的資産，組織力，経営理念，   顧客とのネットワーク，技能 等 知的財産知的財産知的財産知的財産    例)ブランド，営業秘密， ノウハウ 等 知的財産権知的財産権知的財産権知的財産権    例)特許権 実用新案権 著作権 等 知的資産知的資産知的資産知的資産
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  ◆事業のねらい 
◆支援スキーム 

図 3-18 中小企業技術・経営力評価活用促進事業のスキーム図 

③助言 

評価制度導入評価制度導入評価制度導入評価制度導入のののの背景背景背景背景評価制度導入評価制度導入評価制度導入評価制度導入のののの背景背景背景背景 中小企業技術中小企業技術中小企業技術中小企業技術・・・・経営力評価制度経営力評価制度経営力評価制度経営力評価制度中小企業技術中小企業技術中小企業技術中小企業技術・・・・経営力評価制度経営力評価制度経営力評価制度経営力評価制度 評価制度導入評価制度導入評価制度導入評価制度導入のののの効果効果効果効果評価制度導入評価制度導入評価制度導入評価制度導入のののの効果効果効果効果（（（（金融機関金融機関金融機関金融機関のののの悩悩悩悩みみみみ））））金融庁等の指導もあり，担保や保証に過度に依存しない資金供給が求められているが，企業の成長力（技術力・成長力）の把握が困難。 （（（（企業企業企業企業メリットメリットメリットメリット））））自社の強み・弱みの確認事業の方向性チェック技術・製品のアピール（（（（経営者経営者経営者経営者のののの悩悩悩悩みみみみ））））自社の強みである技術力・経営力を，金融機関等にアピールしたいが正当に評価されていない。 企業価値企業価値企業価値企業価値やややや競争力競争力競争力競争力のののの向上向上向上向上によるによるによるによる企業成長企業成長企業成長企業成長○技術・製品・サービスだけでなく経営力を含む総合的な事業評価［評価書］を経営者，金融機関にフィードバックする。（（（（内容内容内容内容））））○技術力・ノウハウや成長性・経営力を評価した評価書を発行し，信用力の向上による融資や明らかになった課題の解決を支援する。（（（（目的目的目的目的））））
0.1%保証料減免中小企業者 金融機関 申請受付申請受付申請受付申請受付 （（（（公財公財公財公財））））ひろしまひろしまひろしまひろしま産業振興機構産業振興機構産業振興機構産業振興機構（（（（公財公財公財公財））））ひろしまひろしまひろしまひろしま産業振興機構産業振興機構産業振興機構産業振興機構評価支援委員会 報告書発行報告書発行報告書発行報告書発行 金融機関 中小企業者広 島 県 補助金交付補助金交付 融資融資融資融資製造業：ベンチャーラボその他：中小企業診断協会外部評価機関 制度普及のためのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ※兵庫県と同等①①①①評価申請評価申請評価申請評価申請 ②②②②評価依頼評価依頼評価依頼評価依頼 ③③③③報告書作成報告書作成報告書作成報告書作成 ④④④④報告書報告書報告書報告書 ④④④④報告書報告書報告書報告書助助助助言言言言
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◆実 績 ・ 評価件数 ６８１件（H17.7～H24.3） ・ 融資件数 ４６３件（１１８億４,３００万円）  ◆成功要因 ・ 地域の公的産業支援機関による評価書の発行 （公的機関による第三者評価の信用，金融庁に対し自己査定資料（第三者評価）として活用，知的資産経営セミナーなどの啓発事業との連携） ・ 地域金融機関との連携による事業実施 （地域金融機関からの派遣職員による制度運用，地域金融機関，近畿財務局など関係機関へのＰＲ，地域金融機関のトップダウンによる制度利用促進） ・ 評価書の品質レベルの確保 （正確，公正，客観的な評価書+わかりやすい表現，評価機関による評価手法の成熟） ・ 制度導入のインセンティブ （当初，評価書(10万円,20万円)の1/2県費補助，融資実行時の保証料率0.1％減免） 

中小企業者 中小企業者 金融機関 評価の申込 技術・成長性評価報告書 発行 書面 ･ 現地調査 打ち合わせ 評価支援委員会 金融機関 申込者 申込者 地域性･利便性考慮 融資申込み 
《《《《参考参考参考参考----21212121》》》》事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介（（（（技術技術技術技術・・・・経営力評価制度経営力評価制度経営力評価制度経営力評価制度）））） ○ ひょうご中小企業技術評価制度（(公財)ひょうご産業活性化センター） 《イノベーションネットアワード２０１２ 優秀賞受賞 （(財)日本立地センター地域産業支援プログラム表彰）》  ◆事業内容  ･ 優れた技術力，販売力等を有していながら，物的，人的担保が無いことから融資を受けられない中小企業者や，保有する技術力や成長性をアピールし企業価値を向上させたい中小企業者に対して，技術力，将来性等を評価した「技術・成長性評価報告書」を発行し，円滑な資金供給や企業価値アピールを行う。  ◆スキーム図 
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        事業環境の変化をビジネスチャンスと捉え，その変化に即応して新たな事業を創出することを目指した「実用化開発」や「Ｆ／Ｓ研究開発」を支援する事業を創設するとともに，特に本県産業において重要な自動車産業に対するハンズオン型の支援体制を継続・拡大する。 具体的には，輸送用機械，一般・電気機械関連企業等を対象に，ビジネスチャンス獲得への意欲を促進させるため，今後，県内経済・雇用への波及効果が期待できる実用化ステージでの開発支援を行う。 また，中長期的な競争力・技術開発力の獲得を目的に，応用研究の立ち上がり段階（Ｆ／Ｓステージ）を対象とした研究開発支援についても支援を行う。 特に，自動車産業に対しては，「カーエレクトロニクス推進センター（〔公財〕ひろしま産業振興機構）」を「カーテクノロジー革新センター」に発展改組し，メーカーのニーズ（電動化・知能化・軽量化）に沿い，国内生産につながる優れた研究開発シーズを創出・育成する。               
 輸送用機械 支援分野 支援ツール 自動車 造船等 一般機械・電気機械 等 実用化開発支援    応用研究支援    

研究開発支援
 Ｆ／Ｓ研究支援    その他支援

 

支援体制整備    

 

 次世代次世代次世代次世代ものづくりものづくりものづくりものづくり技術開発促進事業技術開発促進事業技術開発促進事業技術開発促進事業    （① 次世代ものづくり技術開発支援補助金）     （② Ｆ／Ｓ研究開発補助金） （国等の外部資金を活用した支援） 自動車関連自動車関連自動車関連自動車関連    産業産業産業産業ｸﾗｽﾀｰｸﾗｽﾀｰｸﾗｽﾀｰｸﾗｽﾀｰ    支援事業支援事業支援事業支援事業    ((((ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ運営等運営等運営等運営等))))  （ひろしま産業振興機構などの        産業支援機関を活用した支援体制） 

③③③③    基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業のののの競争力強化競争力強化競争力強化競争力強化 

表 3-4 基幹産業への支援内容 
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◆対象事業 ・ 事業終了後３年以内に事業化に結びつき，県内経済・雇用への波及効果が見込めること。 ・ 自社で保有する技術や，これまでの基礎研究・応用研究の成果を基にした，事業化に向けた「ものづくり」に関する技術開発・試作品開発であること。 ・ 技術開発・試作品開発に当たり，取り組むべき課題が明確であること。 ◆事業スキーム 
図 3-19 次世代ものづくり技術開発促進事業の概要 

 県県県県    本県の基幹産業の高度化 本県経済・雇用への波及効果     事業化企業事業化企業事業化企業事業化企業    （（（（事業化事業化事業化事業化をををを担当担当担当担当するするするする県内企業県内企業県内企業県内企業））））    
 事業管理機関事業管理機関事業管理機関事業管理機関    （（（（県内県内県内県内のののの産業支援機関産業支援機関産業支援機関産業支援機関････団体等団体等団体等団体等））））    ①事業化開発への補助 ②実用化開発への 取組(試作品･技術開発) ③事業化 開発担当 進行管理支援 ※大規模枠においては，事業管理機関は必須とする。 連携 企 業 公設試 等 新規受注新規受注新規受注新規受注にににに繋繋繋繋がるがるがるがる実用化開発実用化開発実用化開発実用化開発のののの推進推進推進推進    ①①①①    次世代次世代次世代次世代ものづくりものづくりものづくりものづくり技術開発支援補助金技術開発支援補助金技術開発支援補助金技術開発支援補助金（（（（実用化枠実用化枠実用化枠実用化枠））））        

②②②②    ＦＳＦＳＦＳＦＳ研究開発補助金研究開発補助金研究開発補助金研究開発補助金（Ｆ／Ｓ（Ｆ／Ｓ（Ｆ／Ｓ（Ｆ／Ｓ枠枠枠枠））））        ◆対象事業 ・  次世代の事業に結びつくことが期待される，新製品・新技術のシーズに対する技術的な可能性の検証であること ・ 企業，大学，公設試等との連携による事業実施であること ・ 事業終了後，すみやかに応用研究に発展することが見込まれること。 ◆事業スキーム 
 県県県県    次世代次世代次世代次世代のののの製品開製品開製品開製品開発発発発のののの核核核核となるとなるとなるとなる技技技技術術術術のののの萌芽萌芽萌芽萌芽        県県県県    内内内内    企企企企    業業業業    

①Ｆ／Ｓ開発への補助 ②Ｆ／Ｓ研究開発 への取組 ③応用研究に発展 連携 企 業 公設試 等 応用研究応用研究応用研究応用研究にににに繋繋繋繋がるがるがるがるＦＦＦＦ////ＳＳＳＳ研究開発研究開発研究開発研究開発のののの推進推進推進推進    大 学 
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《《《《参考参考参考参考----22222222》》》》国国国国のものづくりのものづくりのものづくりのものづくり中小企業中小企業中小企業中小企業へのへのへのへの研究開発支援施策研究開発支援施策研究開発支援施策研究開発支援施策《《《《平成平成平成平成 24242424 年度補正予算年度補正予算年度補正予算年度補正予算》》》》 ◆事業内容 ･ ものづくり中小企業・小規模事業者や地域の研究機関が連携して行う研究開発等を支援する。 ◆事業概要 ･ 特定ものづくり基盤技術（鋳造，鍛造，切削加工，めっき等）の高度化に資する研究開発等について，中小企業・小規模事業者，地域の大学等の研究機関等が連携して行う取組を支援する。 ◆要 件  ･ 研究開発：「ものづくり高度化法」の計画認定を受けた共同体  ･ 委託上限額：初年度４千５百万円以内     国国国国    中小企業中小企業中小企業中小企業・・・・    小規模事業者等小規模事業者等小規模事業者等小規模事業者等    公募 
○○○○ものづくりものづくりものづくりものづくり中小企業連携支援事業中小企業連携支援事業中小企業連携支援事業中小企業連携支援事業《《《《平成平成平成平成 24242424 年度補正予算年度補正予算年度補正予算年度補正予算》》》》        

委託 図 3-20 基幹産業のものづくり技術開発支援のイメージ[全体] 
                 

        

 

  取組主体取組主体取組主体取組主体    大学・研究機関 企 業 
支援制度支援制度支援制度支援制度        Ｆ／ＳＦ／ＳＦ／ＳＦ／Ｓ研究研究研究研究    開発開発開発開発補助金補助金補助金補助金        外部資金外部資金外部資金外部資金（（（（例例例例））））        戦略的基盤技術 高度化支援事業(ｻﾎﾟｲﾝ) 次世代次世代次世代次世代ものづくりものづくりものづくりものづくり    技術開発支援技術開発支援技術開発支援技術開発支援    補助金補助金補助金補助金    大規模枠  中小規模枠 ～4,500 万円 （ 委 託 ） ～ 1 億円   × 1/2 補助 ⇒（補助額）～5,000 万円【×2 件】～ 2,000 万円 × 1/2 補助 ⇒（補助額）～1,000 万円【×5 件】～400 万円 × 1/2 補助 ⇒（補助額）～200 万円【×５件】  

 

新 新 外部資金の活用による 本格的な応用研究 研究成果を活用した 事業化の加速化 
新たな 理論・仮説 現象・事実 新たな技術 試作品 ・新装置 新製品・ 新サービス 技術課題 技術課題 技術課題 技術課題 基礎研究 応用研究 実用化開発 量産化開発 取組内容取組内容取組内容取組内容    可能性評価 Ｆ/Ｓ研究 事業化 
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        県内投資は，リーマン・ショックを契機に大幅に減少したが，スマートフォンやタブレット端末，エコカー向けなど，先端・成長分野における設備投資は活発な状況である。この結果，平成２３～２４年の設備投資額は１,４０７億円で，２,１３６人の新規雇用を創出している。また，県内への企業立地については，２年間で５７件（６３.７ｈａ）が立地した。なお，県営産業団地への立地については，広島臨空産業団地等の９団地でのべ１２社（３０.５ｈａ）と立地協定を締結した（投資額は７２億円，新規雇用８８人）。最近は，県内企業による投資が主流であり，中四国における拠点設置，東日本大震災を起点としたＢＣＰ対策，太陽光発電等が主な潮流となっている。 企業立地を巡る最近の傾向は大きく変化をしており，例えば，従来見られたような大規模な量産型の工場を域内に呼び込み，地元企業への技術移転も進めて付加価値を高めていくといった大企業の誘致による地域の活性化は難しくなっている。 今後は，時代の潮流や市場の変化を捉えた域内外の成長投資を呼び込むとともに，地域の特色を生かした企業立地環境を整備し，他地域との差別化を図っていくことが重要である。 現在，本県では，医療・健康関連分野など先端・成長分野を意識した助成制度の充実を図っているが，今後は，新事業展開の支援体制の強化や，投資促進のための税制の検討など様々な側面からの事業環境の整備，自然災害が少なく都市圏と自然環境が近接しているといった本県の強みや特性を生かした魅力ある地域環境づくりを進めていく。       

④④④④    成長投資成長投資成長投資成長投資をををを後押後押後押後押しするしするしするしする環境環境環境環境のののの整備整備整備整備 
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010203040506070 H11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23年件 051015202530件流通施設研究施設工場県営産業団地への立地企業（内数）（右目盛）（出所）県県内投資促進課資料 
 ○医療・健康関連分野など，先端・成長分野を重点的に支援（最大３５億円） ・医療・健康関連分野について，県営産業団地への立地について助成要件の緩和と内容を拡充  ※県営産業団地への立地 ⇒ 雇用要件（10人 → 新規雇用0人でも可）                      助成率（5～15% → 一律15%）  ○新規立地に加えて，立地企業の新たな展開も支援     ・工場建物の新設を伴わない機械設備の更新も助成対象  ○県営産業団地への立地を幅広く支援              ・土地取得費用の40％まで助成 ・製造業から産業支援サービス業まで幅広い業種を支援 
 ○助成総額が最大５０億円                    ・建物，設備，土地への助成を合計して最大５０億円まで助成 
 ○基幹産業等を中心とした県内投資の促進に向けた立地環境整備        ・企業立地促進法に基づく「企業立地計画」，「事業高度化計画」の承認企業に対する助成 ・県費預託融資制度による支援も追加 
 ○被災企業等復興助成を延長し，企業のＢＣＰを支援   ・被災企業等の支援措置を平成 26 年 3 月 31 日まで延長   ・東日本大震災の影響，電力供給問題等により県内に拠点を設ける企業を対象に助成要件を拡充   ・中小企業の場合，新規雇用 0 人でも可 
 ○県と市町による強力な支援制度により企業活動をあらゆる面からサポート 

図 3-21 県内企業の立地動向 
表 3-5 広島県の立地促進助成制度の概要〔平成 25年度〕 

区  分 助成対象 対象地域 対象者の条件 助成額(算式) 限度額 新規雇用労働者数 ①10 人以上 20 人未満：5% ②20人以上30人未満：10% 建物 設備 県内全域 ○環境・エネルギー，医療・健康及び環境浄化等の先端・成長分野に関する事業で，要綱に定めるもの ○新規雇用常用労働者 10 人以上 ③30 人以上：15% 先端・成長産業 集積促進助成  県営産業団地 ○上記のうち「医療・健康」分野で県営産業団地に立地する場合 0 人以上：15% 35 億円 建物 設備 県営産業団地 ○製造業，流通業，産業支援サービス業のうち要綱に定めるもの ○延べ床面積 500 ㎡以上 ○新規雇用常用労働者 10 人以上 15% 10 億円 県営産業団地 立地助成 土地 県営産業団地 ○製造，販売，試験研究，サービス業等 40%（地元市町において助成を行う団地） 25～10%（その他の団地） 建物・設備助成と合わせて 50 億円 新規雇用労働者数 ①10 人以上 20 人未満：5% ②20人以上30人未満：10% 大企業 土地 建物 設備 県内全域 ○製造業，流通業，産業支援サービス業等 ○新規雇用常用労働者 10 人以上 ③30 人以上：15% 35 億円 新規雇用労働者数 ①10 人以上 20 人未満：5% ②20人以上30人未満：10% 被災企業等 復興助成 中小 企業 土地 建物 設備 県内全域 ○製造業，流通業，産業支援サービス業等 ③30 人以上：15% 35 億円 新規雇用労働者数 基幹産業等強化 促進助成 建物 設備 県内全域 ○企業立地促進法による「企業立地計画」，「事業高度化計画」の承認企業 5 人以上：5% 5 億円  
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   ○○○○    「「「「新事業創出新事業創出新事業創出新事業創出をををを牽引牽引牽引牽引するするするする人材人材人材人材」」」」のののの育成育成育成育成・・・・開発開発開発開発がががが必要必要必要必要    県の調査によると，県内企業が直面している経営課題としては，「人材育成」を挙げる企業が最も多く，約半数を占めている。【図 3-13】 他の調査では，新事業創造を牽引する人材（イノベーション人材）について，「社内にはいるが活用できていない」，若しくは「社内にはいないが必要だと思う」と答えた企業は全体の約６割にのぼり，また，イノベーション人材の育成・開発を行っているが，成果が出ていないとする企業が約２割，育成を行っていないが将来的には行いたいと考えている企業は約５割あり，イノベーション人材の発掘・育成・活用方法が分からない企業が多いものと思われる。                  

27.0%29.4%28.5%13.9%0.6%0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%社内におり，活用できている社内にいるが，活用できていない社内にいないが，必要だと思う社内におらず，必要であるとも考えていないわからない，該当しない（出所）経済産業省「平成23年度『新事業創造と人材の育成・活用に関するアンケート調査』(H24.3)」 

３３３３））））次代次代次代次代をををを担担担担うううう人材確保人材確保人材確保人材確保・・・・育成育成育成育成    ⅰⅰⅰⅰ....現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    
図 3-22「新事業創造を牽引する人材」の有無と活用状況 
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                ○○○○    企業企業企業企業のののの教育機会教育機会教育機会教育機会のののの減少減少減少減少やややや学学学学びびびび直直直直しのしのしのしの年齢年齢年齢年齢のののの上昇上昇上昇上昇    企業の従業員による長期の教育機会は，大企業であっても経費削減などから減少している状況にある。 経営系大学院へ入学した企業の従業員を対象としたアンケート調査によると，その入学目的としては，半数以上が「能力・知識等の習得」や「仕事経験の整理」，「人脈の充実」を挙げており，一方で，「会社での処遇の向上や転職・独立」を期待して入学している者は一部であった。  社会人入学者の年齢は３０代後半が最も多く，マネージャー経験が短い人材が資格取得を通して学び直しをしている者が多いという結果であった。また，費用の負担については，約７割の社会人が自己負担で対応しており，会社負担という者は３割を切っているという結果であった。                               

6.7% 20.6% 53.6%13.6%3.3%0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%育成開発を行っており，効果が上がっている育成･開発を行っているが，期待された効果は上がっていない。育成・開発を行っていないが，将来的には行いたいと考えている社内におらず，必要であるとも考えていないわからない，該当しない

25～29歳3%50歳以上8%45～49歳16% 40～44歳24% 30～34歳17%35353535～～～～39393939歳歳歳歳32%32%32%32%（出所）リクルートワークス調べ(2011) 全国専門職大学院（ビジネス，ＭＯＴ分野）の平均年齢 ３６３６３６３６....８８８８歳歳歳歳    （Ｈ24 県産業人材課調べ） 

図 3-23「新事業創造を牽引する人材」の意識的な育成・開発 

図 3-24 国内経営系大学院の年齢構成 

（出所）経済産業省「平成23年度『新事業創造と人材の育成・活用に関するアンケート調査』(H24.3)」 
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○○○○    大学卒業時大学卒業時大学卒業時大学卒業時のののの県外県外県外県外転出転出転出転出がががが著著著著しいしいしいしい    県内の人口転出・転入状況を見ると，高校卒業年齢付近の１５～１９歳については，転入と転出が均衡しているものの，２０～２４歳の大学卒業年齢付近では，転出超過が著しい（▲1,580人〔平成 23年〕）。 また，広島大学工学部卒業生の県内企業への就職率は２４％であり，大学院卒では１３％と低調となっており，中小企業への高度技術人材の供給が不十分な状況である。他の中国四国地方の大学でも同様な状況であり，東京・大阪等の大企業へ就職しているものと考えられるが，県内の大学生が県内企業を知らない（知る機会や手段が少ない），県内で働くイメージがしにくいなど，県内企業の魅力が十分に伝わっていないといった面も考えられる。 一方で，３０歳代は転入超過となっており，転業や転職，転入者に伴った移動，転勤，婚姻が転入理由の大半を占めている。                                 
-3126 -1,580-64253 36 -137-5067144 -105435 1 -2,000-1,500-1,000-50005000～5歳6～14歳15～19歳20～24歳25～29歳30～34歳35～39歳40～44歳45～49歳50～54歳55～59歳60～64歳65歳以上図 3-25 転出入超過の状況（平成 23年） 

 就職者(H23年度) 大学名 学部等  うち県内 県内就職 割 合 工学部 135 人 33 人 24% 広島大学 工学研究科 284 人 37 人 13% 工学部 261 人 73 人 28% 岡山大学 自然科学研究科 308 人 21 人 7% 島根大学 総合理工学部 － － 19% 愛媛大学 工学部 256 人 67 人 26% 
 

表 3-6 工学系人材の就職状況（平成 23年度） 
（出所）県産業政策課調べ（各大学のＨＰより） 

（出所）広島県人口移動統計調査 (人) 
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○○○○    海外展開海外展開海外展開海外展開をををを担担担担うううう人材人材人材人材がががが不足不足不足不足    県内企業においても，アジアを中心とする海外展開への関心が高まっているが，「優秀な人材の確保」を課題とする企業が多い。（平成２３年度県商工労働局調査によると，１２９社中８８社で課題と認識している。） 長期的には，海外拠点の責任者となりうる語学能力や自社製品・技術に対する理解などを有する若手人材が求められており，短期的には，海外との取引や海外勤務などを担える即戦力人材が不足している。 このため，県内在住の理工系留学生の育成・採用が期待されているが，対象国や専攻などの違いにより，企業が求めている人材は少なく，また，中小企業では，自社育成する余力やノウハウがないことが課題となっている。  ○○○○    次代次代次代次代をををを担担担担うううう““““ものづくりものづくりものづくりものづくり技術者技術者技術者技術者・・・・技能者技能者技能者技能者””””のののの不足不足不足不足     近年，高度経済成長を支えた団塊世代の本格的なものづくり現場からの引退により，生産現場においても，優れた技術・技能を有する技術者や技能者が減少しており，また，今までに蓄積された技術・技能及びノウハウが若い世代に上手く引き継がれないまま失われつつある。このため，若手技術者・技能者の質・量の低下が懸念されている。              02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000
S28 　　31 　　34 　　37 　　40 　　43 　　46 　　48 　　51 　　54 　　57 　　60 　　63 　　 3 　　 6 　　 9 　　12 　　15 　　18 　　21（出所）経済産業省「工業統計調査」 ※ 製造業等の従業者数とは，「製造・制作・機械運転及び建設作業者」数を抽出 ただし，S28～S36には，「労務作業者」の値を含む。 

図 3-26 製造業等の従業者数の推移[全国](S28～H22) 万人 
エ 年 

減少減少減少減少    
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  新たな価値を創造する産業人材や海外市場の開拓に必要なグローバル人材の確保，育成を行う。                    イノベーションの原動力となる高度で多彩な産業人材を育成するため，現在実施している産業人材支援施策を拡充し，より専門性の高い経営系大学院の博士課程後期に修学する者を対象に追加するとともに，対象年齢も学び直しが多い４０歳まで範囲を広げ，取組を一層強力に支援する。 また，企業内での教育機会を拡大させるため，経営者自身を対象とした，ケーススタディを含めたマネジメントに関する講座やイノベーター講演など，理論と実例を整合させた実践的な研修を実施することにより,経営者層に対するイノベーション創出の意識啓発を促進する。   ３０歳代の県内転入については，潜在的なＵ・Ｉターンのニーズがあると見込まれるため，首都圏在住者を対象とした，広島ブランドショップでの転職フェアの実施や，Ｕ・Ｉターンに関する情報発信を行い，転入促進を図る。    

ⅱⅱⅱⅱ....施策施策施策施策のののの強化策強化策強化策強化策    
①①①①    産業人材産業人材産業人材産業人材のののの確保確保確保確保・・・・育成育成育成育成 

《《《《イノベーションイノベーションイノベーションイノベーションのののの視点視点視点視点》》》》    ◆ 地域における教育機会の減少や学び直しの年齢の上昇等を踏まえた支援策の充実 ◆ 留学生の受入の充実（現状４カ国）に向けた支援企業の増大やグローバル人材の確保拡大に向けた首都圏でのマッチング 
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県内の理工系大学生等を対象として，県内企業でのインターンシップへの参加を促し，県内ものづくり企業への就職促進を図る。また，県外からの転入を促進させる対策として，関東・関西及び県外大学のキャンパス内で県内企業の合同説明会等を実施するとともに，転職等による県内への再就職を促進する取組により，Ｕ・Ｉターン就職の促進を図る。   

    

 イノベーション人材等育成事業補助金 （企業向け補助金） 広島県未来チャレンジ資金 （個人向け貸付金） 対  象 新分野・新事業への展開や競争力強化に取り組む県内に本社又は本店を置く中小・中堅企業 県内企業の成長や県内産業の持続的発展に寄与する知識を習得し，将来県内企業等に就業しようとする個人 事業内容 県内の中小・中堅企業が人材育成計画に基づき，国内外の研修等へ社員を派遣する取組に対し，要する費用の一部を支援する 専門職学位課程，博士課程後期，またはこれに準ずる国内外の教育機関の課程において修学するために要する費用の一部を支援する。 限 度 額 ・補助率１／２ ・４００万円以内／年度･人 (研修等派遣期間により限度額異なる) ・国内：１２０万円以内／年度･人 ・国外：２４０万円以内／年度･人 対象経費 入学料，受講料，交通費，宿泊費（研修等派遣中の社員人件費，代替社員の賃金）等 ※国外の場合，上記に加え，渡航料，滞在費，保険料等 入学金，授業料，住居費（通学のために転居した場合に限る） そ の 他 ― 【対象者要件】 入学年の４月１日現在で４０歳未満，企業等での実務経験２年以上 など 【返還の免除】 修了後，県内企業等に８年以上就業した場合は全額免除 

表 3-7 県内企業の産業人材育成支援の内容【拡充】 
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                                                             地域のものづくり産業の持続的発展を促進するためには，次代を担うものづくり後継者の育成が不可欠である。 このため，マスコミの注目を集める技能五輪大会に出場する選手の育成支援などにより，若手技能者の意欲向上や技能尊重気運を醸成するとともに，マイスター等熟練技能者を企業に派遣し，若手技能者を対象とした指導の実施等による技能向上に向けた取組を推進する。 また，ものづくり技能者の担い手である小・中・高校生等については，技能フェアを通じて，ものづくりの魅力を伝えることも重要である。 なお，ものづくりの現場力の強化や技術者育成をサポートするため，企業ＯＢ人材や企業内熟練エンジニア等に対して，教える能力・スキル等を付与し，広く地域や中小企業等の現場で指導できる高度支援人材を養成するとともに，これらの人材を企業や地域で活用する仕組みの構築が必要である。  

表 3-8 経営者のためのイノベーション創出セミナー（仮称） ねらい  県内企業のイノベーションの実現のため，実践的マネジメント能力の体得を目的として，経営者層を対象としたセミナーを開催する。 
実施内容 

 マネジメントに関する知識・スキルを修得するための講座とともに，実際に活躍している起業家等のイノベーターによる講演，ディスカッションを実施し，理論と実例を整合させた実践的な研修を行う。 
 【例】講座 ○論理的思考力強化（クリティカル・シンキング）   ・これまでの経験則で意思決定をしてしまう思考パターンから脱却し，自らの考えを疑い，本質を考えるという思考パターンを修習 ○戦略的思考力強化（経営戦略・マーケティング） ・企業が持続的競争優位を構築する方法を考え抜き，経営戦略の立案・分析に必要となる思考プロセスを修習 ○顧客訴求力強化（ビジネス・プレゼンテーション）   ・多くの聞き手にコミュニケーションを行う際に必要とされる「訴求力」を向上させるための事前の順部方法を修習 【例】講演 ○イノベーターによる講演 ・新たな価値を創造する第二創業，既成概念にとらわれないサービスイノベーション，競争優位を構築する経営戦略 等 
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  現在，産学官が連携して，県内企業に就職する意思を有するアジア各国の優秀な理工系留学生を受け入れ，ものづくり企業のノウハウを活かしたカリキュラムによる人材育成を行うことにより，海外展開に関心のある県内企業の海外高度人材確保を長期的視野から支援しているが,今後は参加企業（奨学金出資企業）の増加に向けた取り組みを行う。 また，県内中小企業が語学能力や海外事業の経験を有するなど海外展開に必要な即戦力の人材を，専門の人材紹介会社を活用して県外から確保する支援については，県内中小企業の人材紹介会社の利用は進みつつあるが，企業及び人材の双方が求める給与条件等が合致しないことが多く，ミスマッチが生じ，県外企業へ就職している。このため，事業成果を挙げるため，登録人材数と登録企業数をさらに増やし，マッチング実施数を増加させる。      広島県ものづくりグローバル 人材育成事業 中小企業等グローバル人材確保 支援事業 対  象 アジア各国の理工系大学院生 海外展開を図ろうとする県内中小企業 
事業内容 ◆広島県ものづくりグローバル人財育成協議会（県内企業，広島大学，広島県で構成）において，次の支援を実施 ○各国大学における優秀な留学生の掘り起こし ・広島大学が実施（負担：県 10/10） ○受入留学生への奨学金支給 ・10万円/月（負担：企業 1/2，県 1/2） ○日本型ものづくり及び日本型企業経営を理解した技術者を育成する教育プログラムへの各種協力 ・インターンシップ受入，講師派遣等 ※受入大学:広島大学大学院工学研究科 

◆人材を採用した県内企業等への補助金 ・県が指定する人材紹介会社へ支払う人材紹介手数料（補助率 1/2【上限150万円/件】） ◆人材紹介会社へのインセンティブ ・海外事業経験者など県外のグローバル人材の紹介に強みを持ち，県内中小企業等に対して，きめ細かなサービスを提供できる人材紹介会社を数社指定 ・県内中小企業等と人材のマッチングを促進するため，5件以上の採用に結び付けることに成功した場合，250万円を支給 

②②②②    グローバルグローバルグローバルグローバル人材人材人材人材のののの確保確保確保確保・・・・育成育成育成育成 

表 3-9 グローバル人材の受入支援の内容【拡充】 
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（（（（２２２２））））今後今後今後今後，，，，継続的継続的継続的継続的にににに検討検討検討検討すべきすべきすべきすべき課題課題課題課題     今後は，イノベーション創出環境づくりのさらなる『進化』を図るため，次のテーマ等について継続検討する。  １１１１））））産産産産学金官学金官学金官学金官のののの強固強固強固強固ななななパートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップのののの構築構築構築構築      イノベーション先進地であるアメリカのシリコンバレーでは，企業の事業説明会や製品発表会，ベンチャーキャピタルのパーティーやセミナーなど，起業家や研究者などが顔を合わせる（交流する）場が多く存在し，日常的に密着して継続的に活動する関係が構築されている。 （起業家と優れた大学・研究機関とベンチャーキャピタルによるイノベーションのネットワークが形成されている。）   本地域では，企業と大学等とのつながりは共同研究によるものがほとんどであり，共同研究が終了すれば，そのつながりは希薄となっている。このため,特定の共同研究を実施するだけの連携や資金提供にとどまらず，企業と大学等が渾然一体となってイノベーション創出に取組む仕組みのあり方について，検討を進める必要がある。                     
～～～～    検討検討検討検討（（（（案案案案））））    ～～～～    ◆ 新たな産学金官の連携の仕組みのあり方 ◆ 新たな産学金官連携の強化策 ・資金が企業から大学へ還流し，大学に貢献する仕組みづくり ・産学金官連携が大学で評価される仕組みづくり ・人材交流が盛んに行われる仕組みづくり     等 《《《《参考参考参考参考----23232323》》》》大学内大学内大学内大学内にににに民間研究施設民間研究施設民間研究施設民間研究施設をををを設置設置設置設置したしたしたした事例事例事例事例 ○○○○（（（（東北大学東北大学東北大学東北大学））））国際産学連携集積国際産学連携集積国際産学連携集積国際産学連携集積エレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクス研究開発研究開発研究開発研究開発センターセンターセンターセンター（（（（仮称仮称仮称仮称））））        ･ 民間企業との産学連携研究を拡充し，集積エレクトロニクス産業の発展に向けて，民間拠出による研究開発センターを設置。センターのクリーンルームを含む研究開発棟は，東京エレクトロン㈱が建設し大学に寄付。 
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《《《《参考参考参考参考----24242424》》》》大学内大学内大学内大学内にににに企業企業企業企業のののの研究組織研究組織研究組織研究組織をををを誘致誘致誘致誘致したしたしたした事例事例事例事例 ○○○○（（（（大阪大阪大阪大阪大学大学大学大学））））テクノアライアンステクノアライアンステクノアライアンステクノアライアンス棟棟棟棟        ･ 大阪大学では，文部科学省からの補助金で吹田キャンパスに「大阪大学テクノアライアンス棟」（H23.3 竣工）を設置。この研究棟の設置は，大阪大学が推進している「Industry on Campus」「異分野融合・分野横断科学」「産学連携による高度人材育成」の推進拠点としての研究・教育スペースを確保することを目的としている。   ※Industry on Campus：産業界と大学とが連携して産業創出拠点を大学内に構築して研究することにより，より良い成果をスピーディーに挙げて社会の発展に貢献するイノベーション創出を目指すもの。  ◆『テクノアライアンス棟』の３つの連携方式 ① 共同研究講座：企業から提供された資金で大阪大学内に設置する，共同研究に専  念する研究組織。 ② 協働研究所：企業の研究組織を大阪大学内に誘致し，多面的な産学協働活動を 展開する拠点。 ③ 協働ユニット：特定の分野の学内および産業界の研究者を集めた研究グループで， 企業ニーズに応じた研究活動を行う。 （出所）「大阪大学 テクノアライアンス棟」パンフレットより 
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２２２２））））グローバルグローバルグローバルグローバル展開展開展開展開にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援強化強化強化強化      現在，県内企業の海外展開については，環境浄化分野では中国四川省での商談会の開催，農産物や加工食品などの消費財では中国四川省やマレーシア，香港での物産展の開催などにより支援を行っている。  県内企業からは，販売面では現地での販売代理店やパートナー企業の確保，現地大型小売店への販路開拓や拡大，取引先の多様化などが求められている。また，生産面では委託生産や拠点設置など現地生産体制の構築支援も求められている。   今後，県内企業の海外展開にあたって取り組むべき重点課題としては，多様化する情報ニーズの把握や自社の海外展開能力の的確な把握などの「情報収集・提供」，現地ニーズにあった商品開発や販路開拓などの「マーケティング」，海外展開を担う「人材の確保・育成」などがある。また，重点支援する産業分野や対象エリアについても，次の視点などを考慮しながら，検討を進める必要がある。  【支援産業分野】 ① 海外展開による県経済へのメリット ② 海外展開に意欲はあるものの，個々の企業では対応が困難な中小企業が多い産業分野      【支援対象エリア】 ① 中間層以上の消費を取り込める地域（市場としてのポテンシャルが高い地域） ② 未だ，日系企業の進出が少ない地域 ③ 日系企業は進出しているが，カントリーリスクの管理について中小企業だけでは難しく，現地政府との関係が重要な地域    
～～～～    支援対象支援対象支援対象支援対象産業分野産業分野産業分野産業分野（（（（案案案案））））    ～～～～    ● 自動車部品分野      ● 消費財分野 ● 再生可能エネルギー分野  ● 生活支援サービス産業分野 
～～～～    支援対象支援対象支援対象支援対象エリアエリアエリアエリア（（（（案案案案））））    ～～～～    ● 中国  ● インド  ● ＡＳＥＡＮ  ● 北米  ● 中南米 
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《《《《参考参考参考参考----25252525》》》》中小企業海外展開支援大綱中小企業海外展開支援大綱中小企業海外展開支援大綱中小企業海外展開支援大綱（（（（中小企業海外展開支援会議中小企業海外展開支援会議中小企業海外展開支援会議中小企業海外展開支援会議）））） ○○○○    我我我我がががが国中小企業政策国中小企業政策国中小企業政策国中小企業政策がががが直面直面直面直面するするするする課題課題課題課題     ①グローバル経済の成長の果実を我が国の中小企業においても取り込む。  ②新興諸国との企業誘致，産業振興，Ｒ＆Ｄ競争を勝ち抜く。  ③我が国中小企業において，従来型取引構造を脱し，競争力の源泉となる技術の流出には留意しつつ，グローバルなサプライチェーン・バリューチェーンに参入し，企業成長につなげる。  ④わが国中小企業の海外展開ポテンシャルを最大限顕在化させ，経済成長につなげる。  ⑤円高でも強い企業・産業構造を実現する。（海外展開，その基礎となる国内事業基盤強化・製品高機能化等総合的対応） 【支援体制の構築】 １．政府及び各機関（独法・中小企業団体・金融機関）の広範な連携 ２．地域における各機関の有機的連携（協議会地域支援会議の設立） ３．海外に及ぶ支援体制の充実（在外公館・ジェトロ・在外日本人商工会議所等） 【重点課題（５つの柱）】 １．情報収集・提供 ２．マーケティング ３．人材の育成・確保 ４．資金調整 ５．貿易投資環境の改善 【具体的取組】 必要な情報をきめ細かく提供，支援記録の共有による一貫支援 商品開発，海外展示会への出展，インターネット活用による支援 海外展開に対応できる人材の育成，確保に関する支援 金融面の相談体制の充実，資金調達の円滑化 海外拠点設立情報の提供，税務・労務・知財等の支援 ジェトロ，中小機構，商中，日本公庫，NEXI，日商，全国連，全中，投育の９つの主要支援機関それぞれが行動計画を策定。  ＜主な支援＞ ・国内での情報提供，相談対応，経営支援 ・国内外の展示会出展支援 ・資金調達支援や金融面での相談体制の充実等 全国９箇所の経産局が中心となって，地域支援機関の参加を得て設置した協議会により，地域ブロックごとの特色を生かした行動計画を策定。  ＜主な支援＞ ・説明会，商談会，講演会，セミナーによる施策紹介，相談対応等 【経済産業省の行動計画】 ＜主な支援＞ ・JAPAN ブランド事業の推進 ・海外展開資金制度の拡充，等  外務省，農林水産省，金融庁の取組とも連携して，中小企業の海外展開を支援。 
中小企業海外展開支援大綱中小企業海外展開支援大綱中小企業海外展開支援大綱中小企業海外展開支援大綱    

①主要支援機関の行動計画 ②各地域の行動計画 ③各省庁の取組 
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３３３３））））新新新新たなたなたなたな成長分野成長分野成長分野成長分野のののの発掘発掘発掘発掘・・・・育成育成育成育成      現在，県では次世代自動車分野や医療関連産業分野，環境浄化関連産業分野について重点的に支援しているが，今後はこれらに続き，社会・経済情勢や消費者ニーズを踏まえ，成長が見込まれる産業分野の発掘・育成について，検討を進める必要がある。          ◆◆◆◆    航空機航空機航空機航空機（（（（宇宙宇宙宇宙宇宙））））産業産業産業産業についてについてについてについて    
 

 

 

 

 

 

           

～～～～    新新新新たなたなたなたなテーマテーマテーマテーマ((((案案案案) ) ) ) ～～～～    ● 航空機（宇宙）産業 ● 人間工学・感性工学  等 ○ 航空機関連産業は，今後２０年間で約３００兆円の需要が見込まれる成長産業である。 ○ 現在の航空機産業は，世界的な寡占状態が続いており，代表的なボーイング社（ｱﾒﾘｶ），エアバス（EU），ボンバルディア（ｶﾅﾀﾞ），エンブラエル（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ）であり４社で市場を形成している。 ○ 日本の主な航空機メーカーは，三菱重工業㈱，川崎重工業㈱，㈱ＩＨＩの３社であるが，いずれもボーイング等のTier 1に過ぎない ○ 三菱重工が開発を進める日本初の小型ジェット旅客機ＭＲＪは，日本が独自に旅客機を開発するのはYS-11以来40年ぶりであり，2015年度半ばより量産初号機納入を予定。  
◆◆◆◆    県内県内県内県内のののの航空機関連産業航空機関連産業航空機関連産業航空機関連産業のののの現状現状現状現状     平成２２年の県内航空機・同附属品製造業製造品出荷額等は５０２億円（同年自動車・同附属品は１.８９兆円） ・㈱IHI呉第二工場…エンジン関連等生産 ・三菱重工業㈱広島製作所…航空機パネル等生産，平成２６年より名古屋地区のパネル等組立が移管され，部品加工，表面処理の設備が拡大される見込み。 ・その他，安芸ジェット会（IHI呉のジェットエンジン生産の協力会社組織）をはじめ，エンジン部品の表面加工などを行う関連企業がある。 

航 空 機 産 業 （産業の裾野が広いピラミッド構造） １次部品・組立・加工産業 システム・制御・電気電子産業 ２次部品・特殊加工・ 治工具・金型等産業 素材産業 （金属，炭素繊維複合材料など） 

自動車自動車自動車自動車のののの部品部品部品部品がががが約約約約2222～～～～3333万点万点万点万点なのになのになのになのに対対対対しししし，，，，300300300300万点万点万点万点のののの部品部品部品部品がががが必要必要必要必要といわれるといわれるといわれるといわれる。。。。    開発開発開発開発製造製造製造製造するするするする大手重工大手重工大手重工大手重工のののの取引先取引先取引先取引先（（（（1111次次次次））））だけでもだけでもだけでもだけでも1111,,,,000000000000社社社社にににに及及及及ぶぶぶぶ。。。。    素材素材素材素材からからからから部品部品部品部品，，，，組立組立組立組立加工加工加工加工，，，，システムシステムシステムシステムななななどそのどそのどそのどその産業産業産業産業のののの裾野裾野裾野裾野はははは広広広広くくくく，，，，大手大手大手大手からからからから中小中小中小中小までまでまでまで多多多多くのくのくのくの企業企業企業企業がががが関与関与関与関与。。。。    
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    ◆◆◆◆人間工学人間工学人間工学人間工学・・・・感性工学感性工学感性工学感性工学についてについてについてについて                                                                                                               

○ “心地良さ”“使いやすさ”と言った曖昧な感覚（感性）について，人間工学や感性工学により具現化し，消費者が真に“欲しい”と思う価値（感性価値）を製品に取り入れ，ものづくりの競争力を向上させる。 ○ 広島県は，感性工学の創始者である長町三生広島大学名誉教授が在住し，人間工学や感性工学を製品に応用してきた先進企業が立地するなど，感性価値を利用するためのポテンシャルは十分ある。  【先進企業の取組事例】        【広島県のこれまでの取組】 ①「感性価値応用産業創出調査事業」（平成23年度）  県内の人間工学・感性工学に係るシーズ・ニーズ 等を調査。約1,000社の企業の約３割が人間工学・ 感性工学に興味を示すがノウハウ等が分からず， 普及啓発が必要であることが分かった。  ②「感性人材ネットワーク構築支援事業」（平成24年度） ・「普及啓発活動業務」 （公財）ちゅうごく産業創造センターと連携し，セミナーや自社製品の展示会を実施し，人間工学・感性工学の活用を促進する。 ・「ものづくり支援業務」 生産技術アカデミー等と連携し，県内企業の人間工学・感性工学を活用した製品開発支援を行う。        【今後の課題】 ・人間工学・感性工学を活用した製品開発はまだまだ少なく，認知度が低いため，今後，様々な企業での製品開発を促進する必要がある。  

「マツダロードスター」 ステアリング，ペダル，シフトの配置を，最も力を発揮できるレイアウトにすることで，リニアでダイナミックな操作感を実現した。 足の関節の動きに合わせてつま先を持ち上げることで，体のバランス保持などを実現した。 コーポレーションパールスター「転倒防止靴下」 製品開発における人間工学・ 感性工学の利用への関心 
セミナー・展示会開催風景 事業で支援した製品事例（左：衛生帽，右：靴） 
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４４４４））））魅力魅力魅力魅力あるあるあるある地域地域地域地域環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり     イノベーションの原動力となる多様な人材をＵ・Ｉ・Ｊターンを通じて内外から惹きつけ，定着を促すためには，家族も揃って《行きたい，住んでみたい》と思える環境（物理的要素，社会的要素，心理的要素など）が極めて重要である。 このため，女性が安心して働き，子育てできる環境づくりや安心して医療サービスなどを受けられる生活環境，快適な居住環境等，家族での暮らしやすさの観点から「ファミリー・フレンドリーな魅力創造」の取組を進めていく必要がある。   女性が安心して働き，子育てできる環境づくりとしては，仕事と子育ての両立への不安解消を目的とした研修会等の実施による女性労働者の就業継続を促す取組や，一般事業主行動計画の策定・実施の支援による仕事と家庭を両立しやすい職場環境の整備，男性の積極的な育児参加を促す取組が必要である。  また，保育所の整備を推進することに加え，保育所へ子どもを預けたい親とのミスマッチの解消や，多様な保育ニーズに対応するため，延長保育や放課後児童クラブの量的拡充を図るとともに，子育て不安の解消への取組が必要である。  次に，安心して医療サービスなどを受けられる生活環境，居住環境としては，小児救急医療体制の充実や子育てしやすい住環境の整備，効果的・効率的な救急医療体制の構築に向けた取組，高齢者等の暮らしを支える地域包括ケアの推進などが必要である。  こうした観点から，施策の充実に取り組むとともに，イノベーションを担う多様な人材が，国内外から集まる魅力ある地域環境（ビジネス・雇用環境／教育・学習環境／医療環境／文化・スポーツ環境／都市生活環境／居住環境）のあり方について継続的に検討を進めていく必要がある。  


