【事業実施概要 】
平成２７年度の本県経済は、基調としては全般に持ち直しの動きが継続していますが、一方で、
景気回復、収益性等の改善を実感するまでには至らない状況であります。
また、雇用面においても若年層を中心とする人口流出も続き、県内人口減少、労働力不足は厳
しさを増しています。
青森県産業振興において当センターの事業が、県内中小企業等の中核的支援機関として果たす
べき役割は、益々重要なものとなってきております。
こうした中で、平成２５年２月に国から中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援
機関」に認定された以降も、一層の産業振興や雇用拡大等に貢献し、更に活力ある地域づくりに
寄与するため、県と関係機関等と連携のもと、総合的、かつ広範囲な各種中小企業支援事業に取
り組みました。

Ⅰ．公益目的事業１
１．産業総合支援事業
（１）総合相談調整事業
企業が抱える技術・経営・市場開拓等の課題に対処するため、ワンストップサービスにより
相談対応するとともに、一貫した支援を各支援機関と連携を図りながら総合的に行いました。
また、プラットフォームを構築し、産業支援情報ネットワークを活用して情報の共有化を図
るとともに、創業者・中小企業者のニーズに適応したサービスを提供しました。

①総合支援調整事業
新事業の創出等企業からの各種相談に対し、ワンストップサービスで対処するため、相
談窓口を開設し、課題を抱える企業に対し総合的な支援を行いました。
【実績】
窓口相談
巡回相談
計

２６年度
１３６件
１，０８２件
１，２１８件

２７年度
１７７件
１，２４９件
１，４２６件

②コーディネーター設置事業
農商工連携やＩＴなどに知見を有するコーディネーター（５名）を設置し、課題を抱え
る企業への一貫支援の他、研究シーズと企業ニーズの掘り起こしから実用化・事業化まで
のコーディネート活動を実施しました。

③よろず支援拠点事業
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売上拡大や資金繰り等
の経営課題に対して、ワンストップで対応する「よろず支援拠点」を開設し、窓口相談を
行うとともに、食産業、経営革新、ＩＴ、Ｗeb、創業等７分野をテーマとした「よろず出
張相談会」を県内数ヵ所において定期的に開催し、アドバイスなどの支援を行いました。

【実績】
出張相談会開催回数
来訪相談者数

２６年度
２４７回
８９７件

２７年度
２６７回
９５４件

（２）経営革新支援事業
本県の中小企業において人材･技術･情報等の経営資源を円滑に確保するための支援体制の整
備を図るとともに、専門家派遣等の支援事業や情報化支援のためのセミナー等を行い、企業の
経営革新を総合的に支援しました。

①専門家派遣事業
創業者や中小企業者が抱える経営、技術、人材、情報化等に関する課題に対して、民間
の専門家を活用し、適切な診断･助言を行いました。
ａ 派遣企業 ８社 派遣延べ日数 ２９日
ｂ 業種内訳 製造業 ５社 建設業 １社 サービス業 ２社

②設備導入診断･診断事後助言事業
ａ 小規模企業者等設備導入診断事後助言

実施件数

４件

③情報化基盤整備促進事業
情報化の進展に対応して企業の情報基盤の整備を促進するため、情報化に関する研修会、
個別相談会等を開催するとともに、支援施策のデータベースを構築する等、センター内の
情報基盤の整備を行いました。
ａ

ＩＴを活用した売上拡大セミナー

青森、弘前、八戸にて開催（延べ２７名参加）

ｂ

ＩＴを活用した社内業務効率化セミナー

ｃ

ＩＴセミナー個別相談会

青森、弘前、八戸にて開催（延べ１７名参加）

弘前、八戸にて開催（各会場１社、２件の個別相談対応）

（３）情報提供事業
県内企業に対して、創業及び経営革新に関する情報をインターネット等を通じて提供しました。

①情報基盤整備等事業
県内中小企業者に対しインターネット等を活用して情報提供するために、センター内の
情報機器等の基盤整備を行いました。
また、当センターホームページを活用して県内中小企業者によるＩＴ活用の一層の促進
と各種情報提供の拡充を図りました。

②情報収集提供等事業
県内中小企業者に対して、中小企業の経営に関する有用な情報を収集し、提供しました。
《情報提供の主な内容》
ａ メールマガジンによる情報配信（毎月２回）
ｂ ホームページによる情報提供
・国、県等の施策情報（公募、イベント情報等）

・センターホームページ閲覧者によるメール相談の受付
・県内企業紹介
・各支援機関との連携（ホームページの相互リンク）

（４）取引推進事業
国の経済対策や円高の是正、原油価格の下落による燃料高騰への懸念が薄れるなどにより、
県内中小企業では一部業種の回復基調が期待される中で、景気動向を注視しながら、新規取
引先企業の開拓、取引あっせん情報の提供など、各種事業を実施しました。

①支援体制整備円滑化事業
県内外登録企業の基本的な企業情報等の管理及びシステムの構築、整備等を行い効率的
な支援体制の整備を図り事業を推進しました。

【総括表】
発注登録企業数
受注登録企業数
あっせん紹介件数
あっせん成立件数
あっせん成立金額
あっせん不成立件数

２６年度
５３４社
６３８社
５５件
１４件
106,440千円
３８件

２７年度
５３５社
６３１社
１４４件
２６件
21,521千円
１００件

②大規模事業等関連発注開拓事業
原子燃料サイクル施設関連建設工事などの県内大型プロジェクト事業建設工事に係る発
注案件等に対し県内企業の活用を要請しました。
県内企業への発注 実績なし
※発注者側で工事案件等の注文が停滞中
（２６年度実績 １件
３８，７００千円）

③窓口相談等事業
経営及び取引に関する相談対応として弁護士による相談窓口を設置しました。

④受発注情報収集提供事業
ａ 発注企業調査事業
外注利用状況調査（調査企業
ｂ

全国の発注登録企業５１７社）

広域取引情報収集提供事業
県内の受注企業に対する首都圏企業等の発注情報提供のため、広域専門調査員を委
嘱しました。（企業等訪問件数８１件）

ｃ 受注情報収集提供事業
発注開拓及び取引情報提供のため、登録企業「あおもり企業ガイド」を作成しまし
た。 １，５００部

⑤商談会等開催事業
ａ 北東北３県合同商談会
首都圏発注企業との新規取引機会の増大を図るため、平成２７年７月東京都におい
て、「青森・秋田・岩手３県合同商談会」を開催しました。
出席企業 発注企業 ６０社
受注企業 １４４社（うち青森県２５社）

成立案件 ４件 １２，２１０千円（２６年度実績２件 １４，４００千円）
ｂ 受発注交流商談会事業
県内企業の受注機会増大と企業間における情報交換を図るため、平成２７年１１月
青森市内において、「青森県受発注交流商談会」を開催しました。
出席企業 発注企業２０社（うち青森県３社） 受注企業２５社
成立案件

９件

７，４３８千円（２６年度実績４件

１１，５１２千円）

⑥下請かけこみ寺事業
県内の取引に関する各種相談に対して適切なアドバイス等を行いました。
【参考】全国取引振興協会相談員の相談件数
２６年度
２７年度
下請代金法関連
２件
１件
建設業等関連
１０件
５件
その他
１３件
３１件
計
２５件
３７件

（５）小売商業支援事業
意欲的な中小小売商業者の経営資質の向上を図るため情報収集・提供事業を実施しました。

①支援体制整備事業
県内の小売商業者に必要な情報を収集・閲覧提供しました。
書籍等の収集
（図 書）１１冊 （雑 誌）４８冊

②調査分析事業
ａ

調査分析事業
委託事業名：「小売・サービス業創業者の成功事例調査分析業務」委託事業

ｂ

「移動研究会」の開催
テーマ名：「接客・クレーム対応・ビジネスマナー・商談におけるコミュニケー
ション等」を学ぶ

（６）創業・起業化支援事業
新しい技術や独創的なアイデアを武器に、新たな市場を開拓していこうとする意欲と熱意の
ある起業家の支援を行いました。
【創業・起業者数】
創業者数

２６年度
２６人

２７年度
３６人

①あおもり型創業ジャンプアップ事業（新規）
当センターにインキュベーションマネジャー（ＩＭ）を配置し、平成２７年度から県、市、
商工団体が連携して開設した五所川原市、三沢市、むつ市の創業相談ルームを中心に県内各
地に出向き創業相談対応を行うとともに、創業チャレンジコーナーの設置・運営を行いまし
た。

②あおもり型創業・起業育成事業
ＩＭのスキルアップを図るための研修を実施するとともに、商工団体等の職員を対象にＩ
Ｍを育成しました。
ａ ＩＭスキルアップ研修の実施
県内各機関に所属するＩＭ等で構成する青森県インキュベーション・マネジャー
ネットワーク協議会において、県内ＩＭの創業支援スキルの向上と今後の創業支援
に寄与するスキルアップ研修を開催するとともに、ネットワーク構築を行いました。
４回開催（延べ９７名参加）

ｂ

ＩＭ研修受講者 ４名
（21あおもり産業総合支援センター１名、八戸商工会議所１名、青森県中小企業
団体中央会１名、三沢市商工会１名）

③地域需要創造型等起業創業促進事業
創業・第二創業促進補助金を交付された者の事業化報告等に係るフォローアップを行い
ました。
【H24補正事業分】
地域需要創造型起業・創業
第二創業
海外需要獲得型起業・創業

合計

２９
１
３
３３

【H25補正事業分】
創業
合計

１３
１３

（７）戦略産業雇用創造プロジェクト推進事業
地域内の関係者のネットワークを構築することを目的として、本プロジェクトの事業統括者
（１名）及び地域人材コーディネーター（２名）を配置し、本プロジェクトの効果的な推進を
図りました。
・企業雇用計画調査（訪問企業延べ３３８社）結果
・新規学卒者の採用実績
３８２人
・中途採用計画
５９９人

２．地域技術事業化支援事業
新事業や新産業の創出を図るため、地域技術を利用した事業化に向けた取り組みに対して各
種支援を行いました。

（１）研究開発促進事業
産学官による国等の提案公募型研究開発事業について、平成２６年度に終了した東北経済産
業局からの委託事業「戦略的基盤技術高度化支援事業」の事業管理機関として、東北経済産業

局より機械器具等の無償貸付を受け、補完研究を実施しました。
○研究テーマ名：摺動部品の高機能化を可能とする環境負荷低減・低コストな複合めっき
技術の開発
○研究実施機関：(株)コーア（弘前市）、関東学院大学材料・表面工学研究所、
（地独）青森県産業技術センター

（２）ビジネスインキュベート事業
県内企業による新製品、技術開発を促進するため、県外展示会出展による産産・産学のマッ
チングや開発製品のテスト販売、ＰＲ等を行いました。

①「２１あおもり産業創造フォーラム」開催
・アワード表彰式を行うとともに、展示企業のプレゼンを行いました。
開 催 日：平成27年9月15日
開催会場：青森国際ホテル（青森市）
出展企業：１２社

②「スーパーマーケット・トレードショー２０１６」出展
開 催 日：平成28年2月10日～12日
開催会場：東京ビッグサイト（東京都千代区）
出展企業：１６社

（３）キープロジェクト支援事業
県内企業による新事業創出と基盤技術の高度化を図るため、これまで支援してきた事業化に
向けた取組の産業化を促進するとともに、新たな事業化案件の発掘、事業計画立案から事業化
までの一貫した支援を行いました。

①キープロジェクト支援強化委託事業
県内中小企業が当センターコーディネーターと連携して行う試作開発等を委託するこ
とにより、支援するプロジェクトの事業化を促進しました。
委託件数

４件

②ＰＧ産業化促進事業
プロテオグリカンの産業化の重要課題である海外への戦略的展開と県内企業の企画力
・販売力・企業間ネットワーク強化に取り組みました。
ａ 海外展示会への出展
「エルダーケアアジア2015」
（平成27年11月26日～28日、台湾・高雄市）に出展し、
海外展開の礎を構築しました。
ｂ ビジネス化講習会の開催
『 売れる商品の出発点は、コンセプト。』と題した商品開発に当たってのコンセ
プト設計に関するワークショップ形式の講習会を、県内４か所（青森市、弘前市、
八戸市、五所川原市）、計５回開催しました。
ｃ ＰＧフォーラムの開催
県内のＰＧ関係者を中心に約200名が参加した「あおもりＰＧフォーラム2015」
（平
成27年11月6日、青森市）及び関西エリアの健康美容業界関係者やメディア関係者
約80名が参加した「関西ＰＧフォーラム2016」（平成28年2月19日、大阪市）を開
催しました。

（４）あおもりクリエイトファンド連携事業
ファンドを運営するフューチャーベンチャーキャピタル㈱と連携し、ハンズオン支援のため
の情報交換会に参加しました。 また、投資先企業の転換社債型新株予約権付社債及び種類株
式の売却に係る分配金を受けました。
・新株予約権付社債の償還に係る分配金～272,000円
・種類株式の売却に係る元本の分配金～88,000円
合計360,000円は平成28年度に県へ返還します。

（５）医工等連携ライフイノベーション加速化事業
本県の優位性を生かした医療・健康・福祉（ライフ）関連分野における産業の活性化を図る
ため、産学連携や企業間連携による医療福祉関連機器の開発のための支援や医工連携技術人材
の育成活動等を行いました。
また、地域の健康課題を抽出し、課題解決に寄与する産業の創出を県内企業等に促すため、
県内の商工団体、観光団体、物産団体、医療福祉団体、地元金融機関等を構成員とした協議会
を設立、運営しました。

①医工連携関係
・メディカルショージャパン＆ビジネスエキスポ2015
平成27年 5月28日～30日
・青森県ものづくり企業と本郷の医療機器メーカーとの連携推進・マッチング会
平成27年 7月23日
・メディカルクリエーションふくしま2015
平成27年11月11日～12日
・平成27年度医療機器開発ＭＯＴ（技術経営）プログラム
第1回講座 平成28年1月22日
第2回講座 平成28年2月 5日
第3回講座 平成28年2月10日
・ライフイノベーションフォーラム（AOMORI）
平成28年 3月22日

②ヘルスケアビジネス産業協議会関係
・青森県ヘルスケアビジネス産業協議会設立総会

平成27年 6月15日

（６）競争的研究資金導入推進事業
ものづくり推進コーディネーター及びサポーターの２名を配置し、事業案件の発掘、提案書
の取りまとめ、事業管理のフォロー、試作開発、情報発信、企業間ネットワークを活かした研
究開発等の支援を実施しました。

①ものづくり推進コーディネーター及びサポーターの配置
ものづくり推進コーディネーター及びサポーターを２名配置し、競争的研究資金活用に
向けて申請案件の掘り起こしやフォローを実施しました。

②事業構想構築支援
産学官金の連携体による試作開発を支援しました。
委託件数
１件
委託業務名
雪室による農産物の貯蔵施設開発業務
委 託 先
東管工業㈱（東北町）

③情報発信支援
産学官連携による新産業創出 ( ｢ものづくり企業｣ の製品、技術開発) を推進するため、
産産、産学連携のもと「新価値創造展２０１５」（平成27年11月18日～11月20日、東京ビ

ッグサイト）に出展しました。
出展企業 ５社１グループ

④競争的研究資金獲得セミナー
県内３市（青森市：平成28年2月19日、弘前市：平成28年2月24日、八戸市：平成28年2
月18日）において、制度説明会を開催し、各機関の施策説明を実施しました。

⑤企業間連携・ネットワーク強化支援
共同受注の連携企業体であるＴＭech（八戸メカ技術高度化ネットワーク）に対し、研究
会の開催経費、首都圏における展示会の出展経費の一部を助成しました。

（７）自動車・ものづくり産業基盤育成事業
自動車関連産業をはじめものづくり分野への参入意欲の高い県内事業の課題解決のた
め、経営力、現場力（技術力・改善力）、提案力を一層高めるとともに取引拡大を支援する
ため、生産管理手法向上に関するセミナーの開催や現場力強化アドバイザーを配置し製造
現場のＱＣＤ能力向上に向けた助言活動を行いました。
※ＱＣＤとは品質（Ｑｕａｌｉｔｙ）、価格（Ｃｏｓｔ）、納期（Ｄｅｌｉｖｅｒｙ）の
頭文字をとったもの。

①生産管理手法向上に関するセミナー開催
県内企業の経営層、管理者層を対象に生産管理手法向上に関するセミナーを開催しました。
ａ:ＱＣＤ能力向上強化セミナー
・テーマ：製造現場におけるものづくりは「５Ｓ活動」から始まる。
【１回目】
平成27年6月4日（木）
・開催場所：弘前商工会議所（弘前市）
・参加企業等：１４社（２４名）
【２回目】
・開催日時：平成27年6月5日（金）
・開催場所：ユートリー（八戸市）
・参加企業等：１１社等（２２名）
ｂ：効率の良い工場づくりセミナー
・テーマ：効率の良い工場づくり（職場のあるべき姿、管理者のあるべき姿）
【３回目】
・開催日時：平成28年3月2日（水）
・開催場所：弘前商工会議所（弘前市）
・参加企業等：２０社（２９名）

②現場力強化アドバイザーによる助言活動の実施
現場力強化アドバイザーを配置し、県内企業を個別訪問しＱＣＤ能力向上に向けた助言活
動を企業２５社（延べ７２社）に対して行いました。

（８）地域イノベーション戦略支援プログラム推進事業
本県への「健康・美容」関連産業クラスター形成・拡大を図るため、当センターは弘前
大学や県産業技術センター等関係機関とともに、文部科学省の補助事業を活用し、プロテ
オグリカンの利用拡大に向けた研究開発や人材育成、ネットワーク構築や事業化促進等を
柱とする５ヵ年のプログラムを進めています。
当センターは総合調整機関として、プログラム全体のマネージメントを行うほか、事業

化促進や人材育成等を通じて、クラスター形成を支援しました。

①プログラム全体のマネージメント
本プログラムの中核となる総合調整機関として、プロジェクトディレクターの配置や有
識者委員会の開催等を通じて、全体のマネージメントを行いました。
・事業推進・評価に係る委員会開催 ３回

②ネットワーク構築・事業化促進
コーディネーターの配置や展示会への出展等により、企業への大学等の技術移転促進、
マーケティング等商品開発アドバイス、ＰＲ活動等を行いました。
・プロテオグリカン事業の普及に関する活動（メディア掲載、出展、フォーラム等）
６５回
・県内外化粧品・健康食品関連企業群とのビジネスネットワーク形成
１７件
４１件
・ブランドマーケティングに関する企画数（イベント・広報ツール等）

③ＭＯＴ人材の育成
人材育成プログラマーの配置や講演会や講習会の開催等により、産業クラスターの形成
拡大を担う人材の育成を行いました。
・人材育成講演会、講習会開催回数 １２回

（９）戦略的ものづくり先進技術事業化支援事業
先進的かつ高度な技術による新産業・新事業の創出を図るために造成した基金を活用し、県
内企業に助成を行いました。

採択事業者数
採択金額

２６年度
３件
65,079千円

２７年度
１件
7,060千円

（１０）外国特許事業
中小企業の海外展開支援の一環として、中小企業が外国への事業展開にあたり行う産業財産
権に係る外国出願に要する経費の一部を助成しました。

採択事業者数
採択金額

２６年度
１件
74千円

２７年度
３件
942千円

（１１）青森県再生可能エネルギー産業ネットワーク会議運営業務
青森県再生可能エネルギー産業ネットワーク会議会員の情報共有や有機的なネットワークづ
くり、新たなビジネスの創出につなげるため、以下の業務を行いました。

①ネットワーク会議の事務局（サポートセンター）の運営業務
ネットワーク会議会員の募集及び入退会手続きなどの受付業務を行う「サポートセ
ンター」を運営し、ネットワーク会議会員の名簿管理及び連絡調整などネットワーク
づくりを支援しました。
・平成27年度末のネットワーク会議会員数 212団体

②フォーラムの開催業務及び展示会への出展
ネットワーク会議会員及び一般企業等を対象としたフォーラムの企画・運営を行いまし
た。また、青森県エネルギーマネジメントビジネスフォーラムでは再生可能エネルギー等

に取り組む県内事業者等１１企業・団体が、ブース展示及びショートプレゼンを行いまし
た。
・第１回会議青森県再生可能エネルギー産業ネットワーク会議 平成27年 7月29日
・青森県エネルギーマネジメントビジネスフォーラム
平成27年12月10日
・青森県地域エネルギー活用フォーラム
平成28年 2月25日

③視察見学会の開催業務
ネットワーク会議会員等を対象とした先進事例を視察する見学会を企画・運営しました。
・県内再生可能エネルギー視察研修会
平成27年9月9日～10日

④ネットワーク強化運営チーム（仮称）の組織化サポート
将来のネットワーク会議の自立化に向けて、ネットワーク会議会員が企画運営に参
画できるよう、会員有志による「ネットワーク強化運営チーム（仮称）」を組織化する
前段階として、次の取組を行いました。
・青森県再生可能エネルギー産業ネットワーク会議アンケート
・会員企業から再生可能エネルギー分野に関する取組に関するヒアリング

⑤ネットワーク会議会員への情報提供や会員間の情報交換の支援業務
再生可能エネルギー関連情報の閲覧や配信、会員間の情報交換など、インターネッ
トを効果的に活用した専用サイトを運用しました。
・青森県再生可能エネルギー産業ネットワーク会議メルマガ発行
・青森県再生可能エネルギー産業ネットワーク会議ホームページ

（１２）ＰＧ消費者プロモーション事業（新規）
一般消費者へのプロテオグリカンの認知度向上のため、美容・健康高感度消費者層（く
ちこみハブ）を対象として、県内在住のサイクリング女子が「プロテオグリカンでスキンケ
アをしながら県内を自転車で回遊する」という形のツアーを実施し、ストーリー型広報であ
る「プロテオグリカン体感のサイクリング女子旅 in Aomori」と題したホームページとパン
フレットを制作して情報発信を行いました。

３．あおもり元気企業チャレンジ助成事業
青森県内での創業、新たな事業へのチャレンジを支援するため、独立行政法人中小企業基盤
整備機構の地域中小企業応援ファンド等を活用して当センターに造成された基金の運用益によ
り、事業費の一部を助成しました。
２６年度
２７年度
採択事業者数
２５件
３３件
採択金額
67,259千円
113,607千円
※平成２７年度事業計画 助成額 66,000千円

４．設備貸与事業
「小規模企業者等設備導入資金助成法」が平成２６年度をもって終了したことから、以下の
償還管理に努めました。（平成２８年３月３１日現在）
・割賦設備
２４件
１１５，１６４千円
・リース投資資産
７件
４９，８８３千円

５．機械類貸与事業
設備貸与事業を補完する同事業も、平成２６年度をもって新規貸付を終了し、以下の償還管理
に努めました。（平成２８年３月３１日現在）
・割賦設備
４７件
３３７，９０５千円
・リース投資資産
１１件
３０，４２６千円

６．設備資金貸付事業
「小規模企業者等設備導入資金助成法」が平成２６年度をもって終了したことから、以下の
償還管理に努めました。（平成２８年３月３１日現在）
・設備資金貸付金
５件
１１，６８０千円

７．震災対応事業
（１）被災中小企業施設・設備整備支援事業
県及び独立行政法人中小企業基盤整備機構と連携し、県補助事業（中小企業等グループ施設
等復旧整備事業）を活用する中小企業等の自己負担分（事業費の４分の１）について、無利子
貸付を行った企業の事後管理に務めました。
事後管理 ６社７件

（２）被災中小企業災害復旧資金利子補給助成事業
日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫の「東日本大震災復興特別貸付」等により借入を行
う中小企業者のうち、地震・津波等により事業所が全壊又は流失した中小企業者を対象として、
融資を無利子化する利子補給を行いました。
交付企業 ４２社、交付金 3,368,399円

８．債務保証事業
高度技術の研究開発又は製品開発を行う企業を対象に（旧青森テクノポリス地域内の企業）
県内の金融機関が低利融資し、当センターがこの金融機関に対し債務保証を行いましたが、代
位弁済を履行したため求償権が発生したことから、対象企業の回収管理を行いました。
対象企業１企業

９．クリスタルバレイ等保証事業
クリスタルバレイ関連産業振興事業
クリスタルバレイ構想地域（六ヶ所村）及びその他県内に立地する液晶関連その他フラット
パネルディスプレイ（以下ＦＰＤという）関連企業の支援を行うため、国の電源立地地域対策
交付金を活用して、ＦＰＤ関連企業の発行する社債に係る債務保証を行う基金を造成し事後管
理を行うとともに、代位弁済を履行した被保証債務について償還管理に努めました。
・対象企業１企業
・基金残高
１０９，９８５，４４４円

１０．オーダーメイド型貸工場活用促進事業
平成２７年１２月の（株）翔栄による貸工場購入の申入れに対して、青森県は、平成２８年
２月定例会における県議会の可決を受け、当センターに対する貸付金の債権の一部を放棄する

ことを決定し、当センターは、それを受けて貸工場の売却手続きを進めていましたが、平成
２８年４月１１日に、（株）翔栄との売買契約を締結しました。

・（株）翔栄との建物売買契約の概要
①売 買 金 額 ５億３千万円（消費税別）
②売買契約締結日 ４月１１日
③売買代金納入日 ４月２８日
④売買契約の主な内容
ａ 建物床面積合計 １２，８２２．７５平方メートル（付属建物を含む）
ｂ 譲 渡 の 禁 止 １０年間は第三者への譲渡を禁止（違約金５千３百万円）

１１．ビジネスサポートステーション事業
県内中小企業のビジネスチャンスを獲得するための積極的な後押し、より多くの商談機会
の提供や成約までの伴走型支援等、
「売ること」に対する一歩踏み込んだ支援を行いました。

（１）ビジネスサポートステーション事業
県内中小企業に対し、伴走型でよりきめ細かなアドバイスやビジネスマッチングにより販
路開拓を支援し、本県中小企業の企業競争力の強化を図りました。
①販路アドバイザーの配置
販路アドバイザーが県内企業の販路に関する相談に対してアドバイス等を行いました。
・窓口相談数 延べ ６９社
・訪問企業数 述べ４６５社
②ビジネスマッチングの実施
県内企業に対し、首都圏企業との個別マッチングを行いました。
・マッチング件数 １０２件

（２）ビジネスサポートセンター運営事業
①ビジネスサポート販路開拓補助事業
商談会出展、販売サイト立上げ、首都圏等への新規営業拠点の設置、市場調査にかかる
費用の一部を助成しました。
交付企業 ４３社 交付金額 ７，０９９千円（２６年度実績４４社 ６，７０３千円）

②取引推進事業関連
ａ 東京サテライトの運営
首都圏で発注開拓推進員が取引あっせん活動を行う東京サテライトの運営を行いま
した。
ｂ 青森県企業見学会
首都圏企業等の資材・購買担当者を対象に、取引機会の創出と増大を図るため、本
県中小企業の見学を実施しました。
・首都圏発注企業８社（９名）
・県内企業見学件数延べ３４社

１２．中小企業再生支援協議会事業
厳しい経済情勢や経営環境が悪化しつつある県内の中小企業への取り組みを強化するため、

中小企業の再生施策を総合的に活用しながら、中小企業者の再生をきめ細かく支援することを
目的に相談窓口を設置し、事業を実施しました。
協議会事業における相談受付体制については、産業復興相談センターが一元的な相談窓口（１
次対応）となり、東日本大震災の被災の有無を確認のうえ、産業復興相談センター案件か再生
支援協議会案件かの振り分けを行い、計画策定支援（２次対応）は、震災の有無にかかわらず
再生支援協議会が担当する役割分担となっています。

・相談対応

統括責任者

１名、統括責任者補佐

４名

・相談対応状況
２６年度
２７年度
相談企業数
６４件
３１件
再生計画策定支援完了
４６件
３０件
雇用維持効果
１，７６６名
１，５０９名
（※ 平成１５年度～平成２７年度までの累計）

累計(※)
６９１件
１８３件
８,２８６名

１３．産業復興相談センター事業
①青森県産業復興相談センター
事業者の再生（震災からの復興を含む）に向け、金融機関出身の専門スタッフが、東日
本大震災の被災の有無に関わらず幅広く事業者（個人事業者や小規模企業者、農林漁業者、
医療・社会福祉法人等を含む）の窓口相談に応じ、事業再生計画策定支援の可能性等を判
断し、再生計画策定支援部門である再生支援協議会へ送付・対応を行いました。
また、本年度は事業引継ぎ支援センター及び東日本大震災事業者再生支援機構への取次
実施はありませんでした。

・相談対応
・相談企業数

窓口相談統括責任者（再生支援協議会兼務） １名
窓口相談統括責任者補佐 ３名
相談延べ件数 １，３４２件 相談実企業件数 ４３８社
(平成２３年１２月１９日～２８年３月３１日)

・相談対応状況(相談実企業数４３８社)
計画策定支援部門・対応終了・完了
計画策定支援部門・対応中
再生支援協議会へ送付(震災影響なし)
事業引継ぎ支援センターへ送付
東日本大震災事業者再生支援機構
相談センター窓口相談・継続中
窓口相談終了
合
計

１４２社
７社
２３社
５社
４社
２社
２５５社
４３８社

・相談終了企業の処理状況
各種アドバイス・調整を行い完結
センター又は各種制度の説明で終了
その他
合
計

６２社
１９２社
１社
２５５社

・相談企業の内容
新規借入等 資金繰り
再生・再建
補助金・債権買い取り

６８社
１８５社
９社

会社整理
事業全般
合

３社
１７３社
４３８社

計

②青森県中小企業再生支援利子補給助成金事業
「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が国の委託を受けて行うところの、東日本大震
災及び原子力発電所の事故により経営に支障を生じた中小企業等が事業再建に取り組む
際、相談や調整等を行っている間の旧債務に係る利子負担相当額を補給する中小企業再生
支援利子補給助成金事業を実施しました。
・２７年度利子補給件数
金額

１５社
７１，１２０千円

③青森県経営改善支援センター事業
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者の多くは、自
ら経営改善計画等を策定することが難しい状況にありますが、こうした事業者の経営改善
・事業再生を促進するため、国が認定した経営革新等支援機関が、事業者からの依頼を受
けて行う「経営改善計画策定支援事業」を実施しました。
・平成２７年度事業利用申請受付件数
・計画策定費用支払申請受付件数
・モニタリング実施回数

６０件（累計１３５件）
４９件（累計 ７５件）
４８回（累計 ６１回）

④青森県事業引継ぎ支援事業
後継者不在などで事業活動の継続について課題や悩みを抱えている県内の中小企業者の
相談に応じ、情報提供・助言等の事業承継問題に対応しました。

相談企業数
相談件数

２７年度
４８社
５８件

Ⅱ．公益目的事業２
１．若年者就職支援事業
ジョブカフェあおもりにおいて、若年未就職者やフリーター等の若年者を対象に、安定した
雇用の実現及び若年労働者の早期離職の防止を目的に、青森公共職業安定所の学卒部門（ハロ
ーワークヤングプラザ）及びあおもり若者サポートステーションと一体的運営を行うとともに
県内関係機関と連携して以下の事業を実施しました。
※ジョブカフェあおもりで実施している事業への参加者の合計数及びジョブカフェあおもり
（サテライトスポットを含む。）への来館者
２７年度 ５３、７１７名
（うち、ジョブカフェあおもり来館者数 １０,６５０名）

（１）就職支援ガイダンス・企業説明会等
高校生、大学生等、若年未就職者の就職活動を支援するため、各地域のハローワークと共
催で、青森市、弘前市、八戸市など県内５市において就職支援ガイダンス・企業説明会等を
開催しました。
（参加者数 就職支援ガイダンス １,５２３名、企業説明会等 ２,１４７名）

（２）フリーター等に対する就職支援
フリーターの常用就職を促進するため、コミュニケーション能力向上を図るセミナー、交
流会及び企業見学会を開催しました。
（セミナー・交流会：参加者数 ９回 １５８名、企業見学会：参加者数 ２回 ３１名）

（３）年長フリーター等に対する就職支援
青森市、弘前市、八戸市など県内６市において、年長フリーター等の常用就職を支援する
ため、コミュニケーション力を高めるためのセミナーや座談会形式の相談会等を開催しまし
た。
（参加者数 １０１名）

（４）内定者講習会
青森市、弘前市、八戸市など県内８市において、就職後の早期離職を防止するため、各地
域の商工会議所・商工会等関係機関と共催で内定者向けの講習会を開催しました。
（参加者数 ７３１名）

（５）職場定着促進に関する支援
青森市、弘前市、八戸市など県内６市において、入社後概ね３年程度の若年労働者を対象
に職場定着を促進するため、各地域の商工会議所・商工会等関係機関と共催で「職場定着セ
ミナー」を開催しました。
（参加者数 ２６４名）

（６）中小企業職場見学会
中学生・高校生等を対象に地域の中小企業に対する理解を深め、就業意欲を醸成するため、
協力企業の職場見学会や従業員との交流会等を開催しました。
（職場見学会 参加者数 ４６０名、交流会等 参加者４１５名）

（７）移動サテライト
各種セミナーや職業適性診断などを県内各地に出向いて行う移動サテライトを実施しまし

た。
（職業適性診断参加者数

２,４８３名）

（８）若年者就職支援施設の一体的運営に伴う各種の取組
一体的運営を実施している若年者就職支援３施設の総合案内窓口を運営し、利用者の利便
性向上を図るとともに、若年未就職者等を短期間集中支援することにより就職に結びつける
「チーム支援」や就職活動のスキルを身に付けてもらうための「就勝クラブ」を実施しまし
た。
（チーム支援対象者数 ７３名
うち就職者数 ５６名）
（就勝クラブ参加者数 １１２名）

２．ジョブカフェあおもり推進事業
若年人材の育成と定着を図るため、学生・生徒、フリーター、若年求職者等に対して、キャ
リアカウンセリングをはじめ、就職支援や人材育成サービス等をきめ細かく提供する事業を実
施しました。

（１）就職支援カウンセリングと講師派遣
・ジョブカフェ内において、カウンセリングを実施しました。
（参加者数 ３,２１８名）
・サテライトスポットにおいて、カウンセリングを実施しました。
（参加者数 ３５３名）
・県内学校等にカウンセラーを派遣し、地域や各学校の特徴に応じたセミナー、講演会を
開催しました。
（延べ学校数 １７２校 参加者数 １３,１４８名）

（２）キャリア相談員養成研修
学校の進路指導担当者等を対象として、生徒・学生等の就職に係る適切な助言と指導を行
えるようキャリア相談員養成研修を実施しました。
（参加者数 １０９名）

（３）各種情報発信
ホームページの更新、メールマガジンの配信により就職支援ガイダンス、企業面接会等の
就職支援情報を発信するとともに、ポスター、チラシ、パンフレット、ラジオ、テレビ、新
聞等によりジョブカフェあおもりをＰＲしました。
（ホームページのアクセス件数 ４８４千件）

（４）サテライトスポットを活用したカウンセリング・職業適性診断
弘前市、八戸市、むつ市においてサテライトスポットにおける出張やテレビ会議システム
によるカウンセリングや情報提供、職業適性診断を実施しました。
・サテライトスポット弘前（利用者）
１３,７１０名
・サテライトスポット八戸（利用者）
３,１５７名
・サテライトスポットむつ（利用者）
２,９４０名
合計
１９,８０７名
※上記利用者数はハローワークとの一体的運営による利用者の総合計数

（５）若年者人材確保・定着促進支援事業
若年者の早期離職防止のため、高校生と保護者を対象として就労意識形成のためのセミナ
ーを開催しました。

・就労意識形成セミナー
（参加者数

３０校

２,３２３名）

（６）ジョブカフェあおもり体験事業
中学生・高校生等を対象に学校単位の団体で来館してもらい、適性診断、しごとライブラ
リー、職業講話等の体験事業を実施しました。
（参加者数 ３８回 １,４５７名）

（７）あおもり若者サポートステーションとの共催事業
ニートや引きこもりの若年者等、複数の課題を抱えた若年無職者の就職を支援するため、
県内３地域の各若者サポートステーションと連携して臨床心理士によるカウンセリングや就
職支援セミナー等を共催しました。
（臨床心理士によるカウンセリング 参加者数 １２２名）
（就職支援セミナー 参加者数 ２７９名）

【その他の報告事項】
事業報告の附属明細書
定款第１０条第１項の規定に基づく事業報告の附属明細書については、次のとおりです。

アスミタステクノロジー株式会社の状況報告について（平成２７年度末現在）
（当該企業に出資をした経緯）
アスミタステクノロジー株式会社は、当センターが設置した液晶先端技術研究センター（現在
廃止）の研究員及び関係者等により設立した財団発ベンチャー企業であり、開発してきた新方式
液晶ディスプレイ技術の早期事業化と青森県内企業への技術移転を視野に入れた実施体制を整備
していくため、当センターが設立発起人となり、保有していた特許を平成２２年度に現物出資し
た。
１
２
３
４

５

事業所名
アスミタステクノロジー株式会社
事務所の所在他 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上菅田町１１６１－２
資本金等 ６４５万円（うち現物出資として無議決権株97株分の485万円を出資）
平成２７年度の主な事業活動の状況
代表取締役社長及び取締役が中心となって、液晶ディスプレイ関係の部材・メーカーと
の協業・連携による医療用モニター等の事業化を実現するため、関係企業連携・協業体制
を構築する事業化に取り組んだ他、ＮＨＫが進めるスーパーハイビジョン技術の実用化で、
弊社が保有する新方式液晶ディスプレイ技術の活用を前提として事業化協議を継続してい
る。
財産及び損益の状況（平成28年3月31日現在）
単位：円
区 分
第６期
備 考
売上高
0
経常利益
△129,328
当期純利益
△129,328
総資産
2,070,333
純資産
1,685,623

庶 務 事 項
区
（１）人
①役

分
事
員

②評 議 員

③会計監査人

（２）監

査

年

月

日

事

項

平成27年4月16日

渋 谷

義 仁

理事退任

平成27年4月17日

黒 滝

敏 文

理事就任

平成27年6月29日

吉 川

源 悟

理事退任

平成27年6月30日

中 嶋

和 行

理事就任

平成27年6月29日

松 木

明 彦

理事退任

平成27年6月30日

杉 本

浩 一

理事就任

平成27年6月30日

福 田

誠 一

理事就任

平成27年7月 3日

福 田

誠 一

常務理事就任

平成27年7月 8日

田 村

平成27年7月 9日

強

理事退任

白 鳥

元 生

理事就任

平成27年4月16日

馬 場

良 夫

評議員辞任

平成27年4月17日

八 桁

幸 男

評議員就任

平成27年6月30日

三

平成27年5月21日
～22日

平成２６年度、会計監査人監査を実施

平成27年5月26日

平成２６年度決算について監事監査を実施

平成27年12月4日

平成２７年度、会計監査人監査を実施

平成28年3月11日

平成２７年度、会計監査人監査を実施

上

清

隆

会計監査人（重任）

区

分

（３）会
議
①理 事 会

②評議員会

年

月

日

事

項

平成27年4月 9日

第１回理事会（書面による）
議案第１号 評議員会を招集し、評議員会の
決議の省略についての決定の件
議案第２号 評議員会の決議事項

平成27年5月28日

第２回理事会
於 アラスカ
議案第１号 平成２６年度事業報告案
議案第２号 平成２６年度決算案
議案第３号 平成２７年度第２回評議員会の
招集の決定の件案
報告第１号 理事長等の職務執行状況につい
て

平成27年7月 3日

第３回理事会（書面による）
議案第１号 常務理事の選定の件

平成28年2月23日

第４回理事会
於 アラスカ
議案第１号 基本財産の処分の件案
議案第２号 基本財産の譲り受けの件案
議案第３号 特定資産の処分の件案
議案第４号 特定資産の譲り受けの件案
議案第５号 （株）翔栄のオーダーメイド型
貸工場の購入申し入れの件案
議案第６号 平成２７年度第４回評議員会の
招集の決定の件案

平成28年3月29日

第５回理事会
於 アラスカ
議案第１号 平成２７年度補正予算案
議案第２号 平成２８年度事業計画案及び当
初予算案
報告第１号 理事長及び常務理事の職務の執
行状況報告について
報告第２号 オーダーメイド型貸工場活用促
進事業に係る貸工場の売買契約
等について

平成27年4月17日

第１回評議員会（書面による）
議案第１号 理事１名選任の件、評議員
１名選任の件

区

分

年

月

日

事

項

平成27年6月30日

第２回定時評議員会
於 アラスカ
議案第１号 理事の選任の件
報告第１号 平成２６年度事業報告
報告第２号 平成２６年度決算

平成27年7月 9日

第３回評議員会（書面による）
議案第１号 理事１名選任の件

平成28年3月 1日

第４回評議員会
於 アラスカ
議案第１号 基本財産の処分の件案
議案第２号 基本財産の譲り受けの件案
議案第３号 特定資産の処分の件案
議案第４号 特定資産の譲り受けの件案
議案第５号 （株）翔栄のオーダーメイド型
貸工場の購入申し入れの件案

