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宮崎県中小企業振興条例に基づく主な取組状況（令和３年度・概要版）

本県では平成25年４月に「宮崎県中小企業振興条例」を施行し（平成28年４月に一部

改正）、条例に定めた基本方針に基づき、中小企業の振興に取り組んでいます。

宮崎県中小企業振興条例の概要

○目 的

中小企業の振興により、本県経済の発展と県民生活の向上を図る。

○基本理念

⑴ 中小企業の振興は、中小企業者の自主的努力と創意工夫を促進することを

基本に推進

⑵ 中小企業の振興は、地域社会の担い手として県民生活を支える重要な存在

であるという基本的認識のもとに推進

⑶ 小規模企業の振興は、経営資源に大きな制約があることを踏まえ、その活力

が最大限に発揮され、事業の持続的発展が図られるよう推進

○県・関係機関の責務・役割と基本方針

○実施状況の公表
知事は、主な施策の実施状況を取りまとめ、毎年度公表

○中小企業者等の意見の反映
県は中小企業者等から意見を聴く機会を設け、施策に反映
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令和３年度の主な取組状況の概要は次のとおりです。

※ 新型コロナウイルス感染症に特に関連する経済対策については、【新型コロナ関連】

と表示しています。

Ⅰ 中小企業の振興

１ 人材の育成及び確保

県全体の人口が減少する中、地域経済を支える人材を確保するため、若年者の就労支

援や産業を担う人材育成に取り組みました。

(1) 次世代産業人材・企業人材の育成

① 若手経営者の育成

県内中小企業の若手経営管理者等を対象に、経営者、管理者として身につけるべき

組織マネジメントや企業経営に必要な個別スキルに関する講座を開催

【主な実績】連続８回、延べ28人参加

② 商店街のリーダー育成を支援

【主な実績】県内２商店街を対象に、商店街リーダーを対象とした研修会を開催

③ 工業高校生と企業・ＩＣＴ企業が協働でものづくり等を実践し発表する「次世代

人財協働実践プログラム」を実施

【主な実績】溶接技術：２校、８人参加 ロボット技術：５校、11人参加

ＩＣＴ技術：２校、25人参加

④ 学卒者、離職者、在職者等の職業訓練

【主な実績】新規学卒者向け訓練：産業技術専門校・同高鍋校：71人修了

離職者向け訓練：民間教育訓練機関等を活用した委託訓練：682人修了

在職者向け訓練：産業技術専門校における短期訓練：34人受講

⑤ 産学金労官が連携した産業人財の育成

【主な実績】人材育成プログラム「ひなたＭＢＡ」の実施

24プログラム、577人受講

みやざき若手経営者養成塾 次世代人財協働実践プログラム

（若手経営者の育成） （溶接技術分野）
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(2) 若者の県内企業への就職促進

① 県内企業と新規学卒等のマッチング支援

「みやざきインターンシップＮＡＶＩ」を運営し、県内企業と学生のマッチングを

支援することにより、インターンシップの活性化を推進

【主な実績】インターンシップ受入企業数：55社、参加者数：216人

ヤングＪＯＢサポートみやざきの運営

延べ相談利用者：3,524人、就職決定者：308人

② 県内外の学生に対する県内就職

高校生に特化した就職総合情報サイト「アオ活」の開設や、県内企業の魅力や情報

を私立高校の生徒等に伝える「県内就職支援員」の配置、高校３年生を対象とした企

業説明会の開催等により、県内企業と学生の出会いの場を提供し、県内就職を促進

【主な実績】県内就職支援員３人配置

高校３年生を対象とした企業説明会（県内４地区）

参加企業：184社 参加生徒数：1,158人

(3) 移住・ＵＩＪターン希望者への移住・求人情報の提供や相談・サポート等

宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンターにおいて、「ふるさと宮崎人材バンク」を

活用した無料職業紹介を実施

【主な実績】登録企業：735社、就職相談：延べ666件、就職決定者：210人

(4) ＩＣＴ関連の研修・相談対応等

① ＩＣＴ（情報通信技術）やＡＩ（人工知能）に関する研修等の開催

【主な実績】ＩＣＴ企業技術者を対象とした連続講座：79人受講

先端ＩＣＴに関するセミナー開催：93人参加

ＡＩに関するオンライン学習の開催：94人参加

ＡＩを活用した実践学習の開催：31人参加

② ＩＣＴに関する専門知識を持つ「ＩＣＴコンシェルジュ」の配置

事業者等からの相談対応を実施

(5) 女性や高齢者の就業促進

「みやざき女性・高齢者就業支援センター」を運営し、相談対応及び人材バンクに

よるマッチング支援、セミナー等を実施

【主な実績】相談利用者：997人、就職決定者：177人

(6) 新型コロナ関連離職者等の採用促進【新型コロナ関連】

新型コロナの影響により離職した方を正規雇用する企業に対し給付金を支給

【主な実績】支給件数：29件、支給対象者数：32人
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「アオ活」ホームページ ＩＣＴ企業技術者を対象とした連続講座

２ 経営基盤の強化

中小企業の経営基盤強化のため、経営相談対応や地場企業を含む県内立地企業の支援

に取り組みました。

(1) 中小企業へのアドバイス

商工会議所・商工会等の経営指導員等で構成する「経営支援チーム」を県内46か所

に設置し、中小企業の相談にワンストップで対応。相談のあった中小企業に専門家の

派遣等によるアドバイスを実施

【主な実績】支援チームによる対応：400件

(2) 県内中小企業と都市部プロフェッショナル人材とのマッチング支援

宮崎県プロフェッショナル人材戦略拠点のマネージャーを中心に企業の訪問面談を

行い、求人企業の人材ニーズを民間人材ビジネス事業者に取り繋ぎ、企業と都市部の

プロ人材とのマッチングを支援

【主な実績】経営者との訪問面談件数：175件、求人件数：50件、

成約（採用）件数：34件

(3) 県、金融機関、商工団体等が連携した経営支援の充実

県、信用保証協会、金融機関、商工団体等で構成する「中小企業支援ネットワーク」

において、各種支援策の情報共有や各機関が連携した相談体制の強化等を実施。

【主な実績】ネットワーク会議開催：２回 セミナー開催：１回
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３ 資金供給の円滑化

中小企業に対する資金供給の円滑化を図るため、中小企業を対象とする融資制度の充

実、中小企業の保証料負担の軽減などに取り組みました。

(1) 中小企業への円滑な資金供給

中小企業の経営安定や活性化を図るため、県と県内金融機関が資金を出し合い、県

信用保証協会が保証を付した上で低利な融資を実施。

【主な実績】新規融資件数：1,080件、融資額：134億6,439万5千円

(2) 中小企業の信用保証

県中小企業融資制度利用者の保証料負担を軽減するため、県信用保証協会に対して

保証料軽減のための補助を行うとともに、代位弁済によって生じた県信用保証協会の

損失分（代位弁済額－保険金受領額－回収金－金融機関負担金）の一部を補償

【主な実績】補助額：433,416千円、損失補償：2,273千円

４ 創業及び新分野進出の促進

中小企業等の創業及び新分野への進出を促進するため、セミナー開催等による経営に

関する情報の提供のほか、成長期待企業の発掘・支援に取り組みました。

(1) 経営革新に取り組む中小企業の支援

新分野進出・新商品開発・販路開拓など経営革新に取り組む中小企業を支援

【主な実績】経営革新計画の作成指導・計画承認・実施状況のフォローアップ

承認件数38件、累計715件

(2) 企業成長促進プラットフォームによる成長期待企業の発掘・支援

県内の産学金労官13機関で構成する企業成長促進プラットフォームを設置し、地域

経済をけん引する中核企業へと成長することが期待される企業として認定した「成長

期待企業」や市町村等の推薦に基づき選定した「未来成長企業」に対し、集中的に支

援を実施

【主な実績】成長期待企業の認定：新規５社（累計31社）

未来成長企業５社が成長期待企業へ移行

(3) 新事業や創業につなげるための発掘・育成支援

県内外の技術シーズを保有する企業等の交流・マッチングによる新事業創出の支援

【主な実績】技術シーズ発表件数：10件
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(4) 県内立地企業（地場企業を含む）の支援

県内への企業立地に取り組むとともに、立地後の企業ニーズの把握など、フォロー

アップを実施

【主な実績】企業立地促進補助金交付件数：40件

立地企業のフォローアップ件数：275件

(5) 中小企業の新分野進出・販路回復等支援【新型コロナ関連】

コロナ禍における環境の変化に対応する中小企業等の新たな取組を支援

【主な実績】支援件数：169件

５ 技術開発及び新製品・新サービスの開発の促進

中小企業における技術開発や新製品・新サービスの開発を促進するため、産学官連携

による研究開発等の支援に取り組みました。

(1) 産学官連携の促進、共同研究開発の支援

新技術や新製品開発につながる共同研究開発を支援

【主な実績】可能性調査：新規３件、継続４件

研 究 開 発：新規３件、継続１件

(2) 工業技術センター・食品開発センターによる技術支援

技術相談・指導による支援、事業者等からの依頼試験の実施、両センターで研究し

た成果の技術移転等を実施

【主な実績】技術相談・指導： 3,664件

依頼試験： 366件

研究成果の技術移転：41件

(3)新型コロナの影響への対応支援【新型コロナ関連】

新型コロナの影響により起こった、市場や事業活動の変化に対応する事業者に対す

る支援

【主な実績】生産性向上等のための生産設備改修等への支援：７件

感染症対策医療関連機器の開発等の支援：４件

６ 地域の農林水産物をはじめとする多様な資源、特性等を生かした事業活動の促進

本県の強みである農林水産物などの地域の資源や特性を生かした中小企業の事業活動

を支援するため、農商工連携等による新商品開発の支援に取り組みました。



- 7 -

(1) 県内食品加工企業等の商品開発支援

試験販売可能な「フード・オープンラボ」を活用し、県内企業等の商品開発を支援。

また、食品加工事業者を対象に食品加工支援アドバイザーによる衛生管理・品質管理

向上研修、マッチング商談会を実施

【主な実績】開発等支援件数：12件、研修受講企業：11社、

マッチング商談会：５回

(2) 県内中小企業の農商工連携の支援

農商工連携による商品開発・改良等への支援を実施

【主な実績】開発・改良等支援件数：13件

(3) 地域資源を活用した特産品の開発・販売への支援

中山間地域産業振興コーディネーターを配置し、地域特産品の開発・販売への助言

等の支援を実施

【主な実績】訪問件数：283件、相談件数：143件、セミナー開催：２回

７ 販路拡大及び取引拡大

中小企業の販路拡大及び取引拡大を図るため、商談会の開催や展示会等への出展支援、

取引情報の収集・提供などに取り組みました。

(1) 県産品の販路拡大の支援

新宿みやざき館ＫＯＮＮＥに県産品販路開拓専門のコーディネーターを配置し、首

都圏の流通関係業者に対する売り込み、ＰＲを実施

【主な実績】成約件数：県内企業20社、59商材

(2) 県内中小企業の下請け取引のあっせん支援

取引開拓アドバイザーを配置し、取引情報の提供、取引開拓、取引のあっせん、企

業間による技術交流を実施

【主な実績】発注企業登録：220社、受注企業登録：433社、

あっせん件数：398件、成立件数：49件

(3) 本県の情報発信

メディアや民間企業と連携した本県のＰＲを実施

【主な実績】新宿みやざき館ＫＯＮＮＥでのＰＲ（デジタルサイネージ）

ラジオ・テレビ番組を活用した本県のＰＲ：16番組

「みやざき犬」10周年を活用したプロモーション
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(4) 消費や旅行需要の喚起【新型コロナ関連】

新型コロナの影響により冷え込んだ消費を喚起するため、市町村と連携した消費

喚起や旅行キャンペーンを実施

【主な実績】市町村と連携したプレミアム付商品券発行等消費喚起策

県民等を対象に県内旅行の割引支援やクーポンの付与

ジモ・ミヤ・タビクーポン

みやざき犬発見10周年記念ロゴマーク （県内旅行割引キャンペーン利用者に付与）

８ 国際的視点に立った事業展開の促進

新型コロナの影響で国境を越えた往来が制限される中、現地事務所、輸出促進コーデ

ィネーター活用した市場開拓や輸出対応に係る支援に取り組みました。

(1) 県内企業の海外販路開拓の支援

上海、香港に設置した海外事務所や輸出促進コーディネーターを活用した現地イベ

ントやプロモーションなどを実施

【主な実績】駐在員利用件数：上海819件、香港3,990件

中国 現地バイヤーによる県産品営業支援：３社

香港 飲食店等でのフェアやイベント等でのプロモーション：18回

ＥＵ ＥＵの酒類バイヤーによる県内７蔵元への招へい

米国 九州４県一体となった焼酎ＰＲの実施、海外メディアを活用し

た焼酎の情報発信

(2) 輸出向けＨＡＣＣＰ等対応支援

食品の輸出相手先の食品衛生基準やニーズに対応するために行う施設整備や認証

取得等の取組を支援

【主な実績】支援件数：１件
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Ⅱ 小規模企業の振興

１ 需要を見据えた計画的な経営の促進

小規模企業による需要を見据えた計画的な経営の促進を図るため、商工会等を通じた

経営改善や設備導入資金の融資に取り組みました。

(1) 商工会等による経営指導

商工会等に対して事業費等を補助し、商工会等の行う経営指導を通して小規模企業

者の経営改善を支援

【主な実績】延べ巡回指導件数：24,669件、延べ窓口指導件数：52,730件

(2) 小規模企業者等への設備導入資金の融資

小規模企業者等に対して創業及び経営基盤の強化に必要な設備導入のための資金の

２分の１を無利子で融資する宮崎県産業振興機構に対し、その原資の貸付を実施

【主な実績】貸付件数：６件、貸付額：54,780千円

設備導入資金を活用して導入された金属加工機と杭打ち機

(3) 事業継続のための給付金支給【新型コロナ関連】

県の緊急事態宣言や国のまん延防止等重点措置等によって影響を受けた事業者に対

し、支援金を支給

【主な実績】支給件数：11,236件

２ 創業及び事業承継の促進、円滑な事業廃止のための環境整備

小規模企業の創業及び事業承継の促進並びに円滑な事業廃止のための環境整備を図る

ため、商工会等を通じた支援に取り組みました。

(1) 商工会等による創業指導

商工会等に対して事業費等を補助し、商工会等の行う創業指導を通して創業予定者

を支援

【主な実績】創業指導件数：1,200件
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(2) 事業承継の促進

商工団体や金融機関等の関係機関からなる「事業承継ネットワーク」において、各

構成機関が経営者を訪問して計画的な事業承継の準備を促す「事業承継診断」等に取

り組むとともに、「宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター」と連携した事業承継支援

を実施

【主な実績】事業承継診断件数：2,695件、簡易版事業承継計画策定件数：196件

３ 地域経済の活性化に資する事業活動の推進

小規模企業が行う地域経済の活性化に資する事業活動を推進するため、商工会等を通

じた講習会の開催等に取り組みました。

(1) 地域経済社会のリーダーとなる人材の育成

商工会等が実施する地域経済社会のリーダーとなる人材育成のための講習会開催を

支援

【主な実績】講習会：４件


