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第３ 浜松市の中小企業支援事業の概要

１ 中小企業支援事業の概要

浜松市の中小企業支援事業は産業部を中心に行われている。平成 25年度の場合、産

業部は「新たな産業・サービスの創造による地域経済の振興」を基本政策に掲げ、以

下の中小企業支援を中心とした政策が執行されている。 

①  既存の産業の高度化と新産業の創出による活力ある地域経済の実現 

②  企業誘致の推進による産業集積の促進 

それぞれの政策に関連する事業一覧と予算は以下のとおりである。 

①  既存の産業の高度化と新産業の創出による活力ある地域経済の実現 

【産業総務費】 

地域の中小企業を金融面・経営面の両面から支援することで、産業都市としての

地域経済を持続的に発展させていくことを政策の目標に掲げ、産業総務費として以

下の事業費の予算が組まれている。 

産業総務課は、中小企業向け融資制度を充実させ、地域企業の経営安定と新事業

への展開を支援するほか、小規模事業者経営改善資金融資（以下「マル経融資」と

いう。）に対し利子補給を行うなど、中小企業の経営安定につながる支援を行い、産

業振興関係団体と連携した経営指導等により、中小企業の経営の安定や高度化を支

援する事業を担っている。 

平成 25 年度は、①金融円滑化法期限後の厳しい経営環境が続くことから、融資制

度を大幅に見直し、84 億 6 千万円の新規融資を見込み、地域の中小企業に円滑な資

金繰りを支援していくこと、②新産業創出支援のため、政策的な国の金融制度と連

携し、長期の設備資金等を融資する制度を構築・実施すること、③中小企業の経営

力強化を支援するため、臨時に商工会議所・商工会へ事業改善計画策定等の経営支

援業務を委託することを重点的に取り組んだ。 

No. 事業名 当初予算（千円） 

1 中小企業金融支援事業 253,454

2 マル経融資償還利子助成事業（補助金） 9,600

3 中小企業活性化支援事業 129,542

4 電気工事登録関連事業 860

5 臨時運行許可事業 1,693

6 商工業振興施設整備基金積立金 4,519

7 産業総務運営経費 2,559

  当初予算 合計 402,227
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【産業振興費】 

産業都市としてのポテンシャルと優位性を活かし、世界的企業やオンリーワン企

業が生まれ育つ都市、新しい事業に果敢に挑戦する企業が集積する魅力ある都市を

実現させることを政策の目標に掲げ、産業振興費として以下の事業費の予算が組ま

れている。 

産業振興課は、既存産業の高度化と新産業の創出に向け、総合的な産業支援体制

の確立、新技術・新産業の創出に向けた人材育成と技術の高度化を担っている。 

平成 25 年度は、中小企業のイノベーションを促進し、国際的競争力を強化するた

め、公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構を拠点として、人材育成や新技

術・新製品の開発、販路開拓などを支援し、産学官の総力を結集して、オール浜松

体制により、地域イノベーション戦略推進事業や農商工連携、医工連携を促進し、

新産業の創出を目指すだけでなく、東南アジア地域等へ進出することにより海外需

要を取り込み、国内事業の活性化を図ろうとする意欲的な中小企業を支援すること

を重点的に取り組んだ。 

No. 事業名 当初予算（千円） 

1 産業イノベーション推進事業 396,157

2 海外ビジネス展開支援事業 21,612

3 創業支援事業 75,873

4 地場産業振興事業 24,000

5 都田地区活用事業 11,167

6 産業展示館運営事業 7,886

7 産業振興運営経費 2,552

  当初予算 合計 539,247

②  企業誘致の推進による産業集積の促進 

【企業立地推進費】 

1）既存産業の集積を活かして国際優位性のある輸送用機器関連産業を高度化し、

さらなる集積を図ること、2）あらゆる産業の基盤技術になりうる光・電子技術関連

産業の集積を進めること、3）産業構造の変化に対応し、農商工、医工の連携や環境

エネルギーなどの新たな産業の集積と知と産の融合、企業間連携を一層加速させて

全国屈指の産学官の総合力を結集してクラスターの創成を目指すことを政策の目標

に掲げ、企業立地推進費として以下の事業費の予算が組まれている。 

産業振興課は、企業、研究機関等の誘致等のほか、工場用地の開発調整及び支援

や工場立地法の施行に係る事務、企業立地の促進等による地域における産業集積の

形成及び活性化に関する法律に基づく基本計画の推進を担っている。 
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平成 25 年度は、①浜北新都市 1-1・1－2 街区にある市有地の分譲に向け、積極

的な PR、企業訪問を実施すること、②都田テクノポリス内の静岡大学イノベーショ

ン社会連携推進機構棟及びそれに付随する県有地を取得し、工場用地として公募に

て分譲すること、③地震による津波等の災害リスクが少ない内陸部への工場用地確

保に向け、開発事業調査等を実施すること、④企業誘致事業及び企業立地補助金の

効果を明らかにするために、経済波及効果調査を実施することを重点的に取り組ん

だ。 

No. 事業名 当初予算（千円） 

1 企業立地推進事業 3,553,880

2 企業立地推進運営経費 1,088

  当初予算 合計 3,554,968

これら浜松市の中小企業支援事業は平成 23 年 10 月に策定された「はままつ産業イ

ノベーション構想」を基本的構想として政策化されている。よって、以下に、当構想

について記述する。 

２ はままつ産業イノベーション構想 

（１）構想策定の背景と位置付け  

浜松市の中小企業支援事業は「はままつ産業イノベーション構想」を中核として

行われている。「はままつ産業イノベーション構想」策定以前は平成 19 年 3 月に策

定された「浜松市創業都市構想」により、「世界に誇る創業のメッカ」を目標に掲げ、

「人財育成」「知財創業」「創業支援」の 3 つの戦略を柱に事業を重点的に実施して

いた。この構想を実現する拠点として「はままつ産業創造センター」を設置し、製

造中核人材育成事業をはじめ、新素材・新成形技術の事業化研究会や技術、経営、

知財の相談業務やマッチング支援など、積極的に産業振興に取り組んできた。 

しかし、構想策定から 4 年が経過し、その間にリーマン・ショックや東日本大震

災など、地域産業を取り巻く社会的、経済的な環境が大きく変化したことから、「浜

松市創業都市構想」を大幅に改訂し、平成 23 年 10 月に「はままつ産業イノベーシ

ョン構想」が策定された。浜松市は都市経営の指針として、平成 23年 4月から「第

2次浜松市総合計画」をスタートさせているが、本構想は、この「第 2次浜松市総合

計画」において、産業経済分野における個別計画として位置づけられるものである。 

地域産業の持続的発展には、地域全体が一枚岩となって既存産業の高度化を図る

とともに、これからの成長分野へ果敢に挑戦し、新たな産業を創出、集積すること
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で、競争力の高い産業構造を構築していかなければならない。それには、新技術、

新製品の開発や新事業展開など、企業の「創造と革新」への取り組み、すなわちイ

ノベーションへの挑戦が不可欠である。そして、イノベーションの実現には、個々

の企業の「自主・自立」によるチャレンジが何よりも重要であり、地域全体にこの

連鎖を広げていくには、地域中核企業、大学、産業支援機関、行政など、地域の産

学官が一体となった取り組みが大切となる。また、このイノベーションは、技術革

新、新たなリーディング産業の創出はもちろんのこと、経営者の意識改革、次世代

人材の強化、産業支援体制など、産業振興におけるあらゆる分野での革新・改革を

意味する。 

浜松市ではこれらの理念を達成するために、本構想の目標を「産業イノベーショ

ン都市・はままつ」とし、各企業が自社の強みを活かしたイノベーションを実現し、

世界的企業、オンリーワン企業が生まれ育つ都市、さらには、成長分野など新たな

事業に果敢に挑戦する企業が集積する都市・浜松を目指している。本構想は、10 年

後の浜松市のあるべき姿を展望するとともに、その達成のために、5年間の浜松市が

取り組むべき施策をまとめている。 
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図表 浜松市の計画における「はままつ産業イノベーション構想」の位置付け 

イノベーションに
果敢に挑戦し
新たな技術、
人材、産業が
生まれる都市

市民が主体と
なって文化を
創造し発展さ
せていく都市

こころ豊かで
創造性あふれる
市民が集い
主体的に行動
する都市

市民協働で築く『未来へかがやく創造都市・浜松』

ひと もの

市民協働によるまちづくり やらまいか精神

● 都市の将来像

人材の創造 産業の創造 文化の創造

創造性豊かな“ひと”“もの”“文化”

● 都市の将来像実現に向けた３つの視点

＜戦略１＞未来を拓く“新・ものづくり”

● 7つの重点戦略

＜戦略２＞ 豊かな心と生きる力をはぐくむ子どもの未来

＜戦略３＞ 安全と安心を人から人へ活発な地域力

＜戦略４＞ 地球にやさしい持続可能な社会

＜戦略５＞ 快適が感じられるくらしの満足

＜戦略６＞ いきがい実感・健康づくり

＜戦略７＞ 郷土に誇り・活力あふれるまち

★はままつ産業イノベーション構想（H23～）

個別計画

三遠南信（浜松市・豊橋市・飯田市）地域基本計画 、浜松市地域基本計画 などを含む ６１本

第2次浜松市総合計画

文化
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（２）基本方針 

① 持続的に発展する産業への転換 

   （ⅰ）「新・ものづくり産業」への支援 

ハードの「ものづくり」から、ソフトやシステムの中に人とのつながりや夢・

遊びなどを取り込み、ブランド、さらには文化性など、新たな付加価値を生み

出す「ことづくり」も含めた「新・ものづくり産業」を支援対象とする。 

   （ⅱ）複合的産業構造への転換 

これまで本地域の強みとなってきた輸送用機器産業とともに、地域経済の柱

となる成長産業が複数存在する複合的な産業構造への転換を図ることで、経済

環境の変化に対応できる足腰の強い産業構造を目指す。 

   （ⅲ）新・リーディング産業の創出 

成長が期待される産業分野に焦点を絞り、地域が保有する基盤技術や地域資

源などを活用して、地域経済を牽引できる新たな産業の創出を目指す。それに

は、地域全体が自由に協業できる“オープン･イノベーションの理念”に基づい

た、産学・産産・産学官など様々な連携・連合や、地域に不足している技術、

人材などを地域外からも積極的に導入する。 

② 革新的な中小企業の創出 

   （ⅰ）「自主・自立」による提案型企業への移行 

地域の中小企業は、依存型、下請け型の体質を脱却し、「自主･自立」による

提案型企業への変革が求められている。系列を越えた企業とのネットワーク構

築や大学との連携、公的な開発支援制度（競争的資金）など、様々な資源をオ

ープンに活用して付加価値の高い技術や製品を生み出す革新的な中小企業への

転換を図る。 

   （ⅱ）競争力の強化 

サプライチェーンの再構築や海外への生産拠点の移転が加速する中で、企業

の生き残りをかけ、個々の技術力や競争力を高めていく必要がある。人材育成、

経営力や技術力の強化、マーケティングなどを支援し、製品の高付加価値化や

販路の開拓等を促進し、企業の競争力の強化を図る。 

③ オール浜松体制の産業支援 

   （ⅰ）公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構による産業支援の強化 

平成 24 年 4 月に 財団法人浜松地域テクノポリス推進機構とはままつ産業創

造センターの組織が一体化され、公益財団法人浜松地域イノベーション推進機

構と改称されている。公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構を総合的
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な産業支援機関とし、その機能を強化していく。 

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構が、浜松地域の産業支援機関、

大学などのネットワークの「要」となり、相談・案内機能（産業支援のコンシ

ェルジュ※1）の役割を果たすことで、企業が利用しやすい産業支援体制を構築す

る。

また、人材育成、技術開発支援、情報の収集・分析・展開、販路開拓支援、

知的財産活用等の産業支援を、地域の産学官と連携して実施する。 

※1産業支援のコンシェルジュ 

コンシェルジュは、ホテルにおける宿泊客の「総合世話係」の職名である

が、近年では種々の施設でも、同様の役割を担う人の名称として使用されて

いる。本構想では、公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構を、地域

企業の産業支援に関するあらゆる相談・案内等に対応できる窓口、産業支援

のコンシェルジュとして位置づけている。 

（ⅱ）産学官連携及び広域連携の強化 

地域産学官の各機関は、産業振興のビジョンを共有して事業の方向性を一致

させるとともに、役割分担と相互補完を進めることで、地域全体として効率的、

効果的な産業支援を実施する。 

また、イノベーションの創出には、広域連携などによる外部資源の活用もカ

ギとなるため、三遠南信地域、さらには、それを越えた中部圏等との連携にも

積極的に取り組み、地域の産業振興に結びつける。 

（３）基本的戦略 

戦略 1  これからの成長市場・新産業の創出 

浜松地域の産業は、輸送用機器産業を中心に発展を遂げてきた。また、繊維産業、

楽器産業、光･電子産業等は、地域産業の核として輸送用機器産業とともに根付いて

いる。 

地域産業の発展に伴って培ってきたものづくりの高度な基盤技術は、国際的にも

優位性を持つ浜松地域の産業の底力である。今後も、これら既存産業の高度化を図

り、地域産業をより強固なものとするとともに、地域の基盤技術を活かし、次に掲

げる 6つの産業を新たなリーディング産業として位置づけ、重点的に支援を行う。 

① 次世代輸送用機器産業 
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② 健康・医療産業 

③ 新農業 

④ 光・電子産業 

⑤ 環境・エネルギー産業 

⑥ デジタルネットワーク・コンテンツ産業 

これらの分野は、「産学官連携拠点整備計画」（平成 21年 6月国指定）、「三遠南信

（浜松市・豊橋市・飯田市）地域基本計画」（平成 22 年 3 月国同意）、「地域イノベ

ーション戦略推進地域」（平成 23 年 8 月国選定）において、新たな集積を目指す基

幹産業として定めていた「次世代輸送用機器」「健康・医療」「新農業」「光エネルギ

ー」の 4分野のうち、「光エネルギー」を地域の基盤技術である「光・電子」と、エ

ネルギー問題に対応する「環境・エネルギー」に分け、さらに、“ことづくり”にお

いて成長が期待される「デジタルネットワーク・コンテンツ産業」を加えたもので

ある。 

ア これからの成長市場とリーディング産業 

① 次世代輸送用機器産業 

既存の輸送用機器関連産業の技術を活かし、軽量化・電気化・ＩＴ化が進む次世代 
輸送用機器に対応するため、新たな技術の習得や高度化を促進する。 

【基盤技術】
  ●新素材（ＣＦＲＰ、チタン等）と新加工技術による軽量化技術 
  ●高機能性素材技術、表面改質技術 
  ●樹脂成形技術 
  ●精密金型製造技術 
  ●3 次元デジタル設計・解析技術（ＣＡＤ、ＣＡＭ、ＣＡＥ） 
  ●組込みソフトウェア及び制御機器設計技術 
  ●擦り合わせノウハウ設計手法 
  ●各種センサー技術 

【成長市場とリーディング事業・産業】 
  ●宇宙航空等精密製品 
  ●ロボット 

●新社会システム・スマートビークル 

【実施施策】 
◎ 新素材（ＣＦＲＰ、チタン、マグネシウム等）の活用とその成形加工

技術の高度化 
◎「はままつ次世代環境車社会実験協議会」における中核企業と中小企業の共同研究

開発の促進 
○ 電気自動車用充電器のネットワーク化、スマートグリッドなど社会基盤システムの

調査研究 
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② 健康・医療産業 

 浜松地域の基盤技術（輸送用機器関連、光・電子技術、ソフトウェア技術等）の転用や
浜松医科大学等に蓄積された医学・医療関連技術との融合により、医療現場の具体的ニーズ
に基づく医療器具分野での事業化・製品化等、健康・医療産業の創出を図っていく。 

【基盤技術】 
●質量・細胞・生体イメージング技術 

  ●生体材料技術（臨床的） 
  ●放射線検査と診断技術 
  ●チタン等成形加工技術 

【成長市場とリーディング事業・産業】 
  ●医療、介護ロボット 
  ●手術等医療アシスト機器、医療器具 
  ●3 次元ＣＴ検査機器等 

【実施施策】 
◎ 医工連携の拠点（浜松医科大学産学官共同研究センター）の充実 
  スタッフの充実、医工連携マッチング 
○ 健康医療産業クラスタープロジェクトの推進（三遠南信クラスター推進会議） 

浜松医科大学や地域医療機関との連携（マッチング等） 
○ 医療機器や健康関連機器などへの参入支援 

③ 新農業 

 全国有数の農業生産地域である利点を活かし、農業に工業的技術を取り入れ、植物工場等
革新的な高付加価値型農業への転換を目指す。また、農業の 6 次産業化に向けて、安全・
安心な「食」「農」を基軸に農業ビジネスを創出していく。 

【基盤技術】 
  ●土壌の特性と成分に関する技術ノウハウ 

●環境診断技術 
●鮮度保持管理技術 
●農業生産における制御技術（温度、水管理等） 

【成長市場とリーディング事業・産業】 
●コンピューター農法 
●食の安全モニタリングビジネス 

  ●食品流通・貯蔵ネットワーク 
  ●農水産業の鮮度管理ビジネス 

【実施施策】 
◎ 収穫量アップや鮮度管理等へのＩＴ技術や経営手法、環境関連技術等を導入 

⇒ 付加価値の高い新しい農業形態の創出 
○ 植物工場への参入促進（安全・安心な食の提供） 

高度な鮮度管理や自動栽培管理等ＩＴ企業などと連携した事業化に向けての研究 
食品関係企業（食品加工等）、地域の大学やものづくり企業の参入支援 
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④ 光・電子産業 

 本市には、この分野のトップランナーである中核企業や、その関連企業が集積している。
国際優位性を持ち、あらゆる産業の基盤技術となる光・電子技術を活用し「ライフ
フォトニクスイノベーション」の創出を図っていく。 

【基盤技術】 
  ●センシング、モニタリング技術 

●制御システム技術 
●光学系システム技術 
●画像処理・診断システム 

【成長市場とリーディング事業・産業】 
●全ての産業に応用可能な基盤技術 
●医療、農業、宇宙観測等関連 

【実施施策】 
◎ イメージング、センシング等の技術シーズの事業化、製品化の促進 

「知的クラスター創成事業」の成果の事業化支援 
○ 他の産業分野における基盤技術としての活用促進 

次世代輸送用機器、新農業、健康・医療など、他分野と連携した研究開発、製品化等

⑤ 環境・エネルギー産業 

 浜松地域の基盤技術（輸送用機器関連、光・電子技術等）及び地域大学の技術シーズを 
活用し、太陽光、太陽熱、バイオマス、水力、風力などの再生可能エネルギーを利用する、
新事業の創出を目指す。 

【基盤技術】 
  ●熱技術 

●バイオマス燃料製造技術 
●バイオマス熱電併給システム技術 
●熱交換素子技術 

【成長市場とリーディング事業・産業】 
  ●エネルギー発生・供給産業 
  ●次世代自動車パワーユニット 
  ●スマートハウス、マイクログリット等におけるエネルギーマネジメント 

【実施施策】 
◎ 再生可能エネルギー事業化モデルの創出 

太陽光・太陽熱、太陽光・風力等のハイブリッド利用 
バイオマスエネルギー活用（木質バイオマス、食物残渣等の活用） 
天然ガスの活用 

○ エネルギーマネジメントなどの社会システムの調査、研究 
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⑥ デジタルネットワーク・コンテンツ産業 

 ものづくりをはじめとする地域産業の高度化や高付加価値化に不可欠な地域のソフト
ウェア業や情報処理サービス業のほか、情報通信技術や創造性の高いコンテンツ分野に関連
する産業の振興を図る。 

【基盤技術】 
  ●デジタル設計・製造技術（ＣＡＤ、ＣＡＭ、ＣＡＥ） 

●デジタル生産システム 
●ネットワーク設計、サプライヤーネットワークシステム 
●3次元ＣＧ 

  ●電子文書・画像配信技術 

【成長市場とリーディング事業・産業】 
  ●自動観測・モニタリングシステム 
  ●検診治療データ情報サービス 
  ●スマートハウス、ＥＶ車利用（Ｖ2Ｈ／Ｖ2Ｇ）等のエネルギーマネジメント 
  ●資源探査システム 
  ●安全防災マネジメントシステム 

【実施施策】 
◎ 組込みソフトウェア産業の育成 

    組込みソフトウェアについて、技術者の人材育成及び開発企業の育成 
○ 情報通信システムにおけるビジネスモデルの創出 
○ コンテンツ分野など創造的な人材が活躍する産業の創出 

イ 地場産業の革新（地域基盤技術の高度化） 

地域で生まれ育った繊維、楽器などの地場産業と、その基盤である多様な素形

材産業は、貴重な技術財産であり、本市のものづくりの基盤でもある。 

特に、匠としての製造技術、技量、技能、ノウハウを次世代へ伝承することは

地域の責務であり、さらにそれらに磨きをかけ、地域独特の強み（産業文化）と

して再構築することが重要である。

また、高い技術レベルにある本地域の素形材産業（鋳造、鍛造、切削加工、め

っき等）は、ものづくりにおける重要な基盤技術であることから、既存技術のさ

らなる高度化や、新技術の導入を促進し、他地域との差別化を図り、地域ブラン

ド化を促進していく。

【実施施策】 

◎素形材産業における技術の高度化支援 

○技術開発に向けた国の競争的資金（委託事業、補助金等）の活用支援 
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○コーディネーターによるサポート体制の構築 

○伝統産業等のブランド化促進 

○浜松ものづくりマイスター制度による匠の技術伝承の促進 

○繊維産業等における新たな販路開拓支援、マッチングの実施 

戦略 2  オープン・イノベーションの推進 

新たな産業の創出に向け、これまでの産学官連携の枠を越えた有機的で柔軟な体

制のもと、研究開発、事業化、製品化などについて、企業の系列等の垣根を越えて、

地域内外の様々な資源を活用、投入できる「オープン・イノベーション」の体制を

構築していく。 

これまで、研究開発、事業化、製品化などにおいては、個々の企業の力によると

ころが大きかったが、競争力強化のためには、様々な地域資源を結集し、戦略的に

有効活用することが重要である。 

地域内と周辺地域を含めた全ての大学、研究機関と産業界の連携によりイノベー

ションを推進していく。 

①大学の研究施設等を拠点とする「オープン・イノベーションの場」の設置 

大学、中核企業の研究者等が一堂に会し、自由な情報交換や議論、先端技術の

共同研究に取り組む場の設置や活動を支援する。この中から発想豊かなビジネス

構想が発信され、産と学の技術者がグループを構成し「開発ユニット」となり、

プロジェクトの創出や企業家の育成の場所ともなる。 

（「オープン・イノベーションの場」：静岡大学イノベーション共同研究センター、

浜松医科大学産学官共同研究センター等） 

②オープン・イノベーションの推進方法 

今までの自前主義、閉鎖的な研究開発やシーズ志向に陥りがちな産学連携から

脱却し、大学、企業、支援機関等が組織や系列の枠組みを越え、必要となる研究

開発能力、技術、人材、資金などの「ヒト、モノ、カネ、情報」を結集し、有機

的な結びつきの中で、マーケット視点での製品化、事業化を見据え、効率的にイ

ノベーションを推進する。 

オープン･イノベーションにより、各種のプロジェクトが次々と生まれ育つシス

テムを構築し、新たな産業イノベーションの創出を目指す。 
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■オープン･イノベーション 

※図中“新財団”とは公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構をいう 

戦略 3  企業力の向上支援 

企業は、厳しい経営環境に直面している。このような中、イノベーションの創出

に必要な、企業の基礎体力ともいうべき、ヒト、モノ、カネの経営資源の強化を支

援していく。 

①人材育成、技術の高度化 

地域内外の様々な資源を結集
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（ⅰ）産業人材、経営者等の人材育成 

・経営者の意識改革の促進 

・産学官の連携による人材育成事業の実施（専門スキルの向上） 

・「浜松ものづくりマイスター」を活用した地域中小企業の人材育成 

   及び基盤技術の継承支援 

・次代を担う若手人材の育成、確保 

（ⅱ）技術スキルの向上、研究開発支援 

・基盤技術の高度化、新事業展開の促進 

・事業化に向けた研究開発費助成の充実 

・研究開発における産業支援機関による支援体制の強化 

・成長分野への新規参入の促進 

②知的財産活用 

・大学等の技術シーズの発掘･活用支援 

・知的財産を活用した経営戦略の構築支援 

③国際展開、販路開拓支援 

・地域企業における海外展開の情報収集･調査検討に対する支援 

・海外展開に関するワンストップ相談 

④資金調達の支援 

・融資制度の活用など最適資金調達手法の調査検討 

・公的資金、金融機関の融資・ファンド等を活用 

戦略 4  企業立地支援 

産業構造の変革に対して、成長分野における企業をターゲットとした、戦略的な

企業誘致をオール浜松体制で推進するとともに、新産業の集積を促進するための立

地環境を整備する。 

①戦略的な企業立地支援 

・産業振興施策と一体となった戦略的企業立地の推進 

「内発型」の産業振興推進と、「外発型」の企業誘致等による産業集積を両輪と

した企業立地 

・オール浜松体制による企業誘致 

地域産学官連携による企業誘致体制の構築 

②立地環境の整備 

・工場用地開発事業の実施 

工場用地開発可能性調査による、立地需要に対応した地区及び手法の検討 

・生活環境インフラ、子弟の教育環境の整備 
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良好な生活環境、国内トップレベルの教育システムの構築 

（４）構想の推進体制  

本構想の推進にあたっては、地域産業界自身の「自主・自立」の取り組みが不可

欠である。 

これまでも、この地域の産業界は自らの力で新たな市場を切り開き、優れた技術

を開発してきた。地域の経営者には、今日のグローバルな競争に生き残り、地域の

将来に大きな資源を残すため、「自主・自立の精神」で切磋琢磨し、挑戦していく“新

時代のやらまいか精神”が求められている。 

市や産業支援機関には、そうした地域企業の主体的な取り組みを下支えする役割

が求められている。 

ア 浜松市の役割 

浜松市は、地域企業、大学、産業支援機関等に対して、本構想の周知を図り、

産業振興の方向性についての共通認識を醸成するとともに、支援策の実施にあた

っては、本地域の中核的産業支援機関である公益財団法人浜松地域イノベーショ

ン推進機構や浜松商工会議所、大学等と連携し「オール浜松体制」による効果的、

効率的な支援を実施する。 

また、当公益財団法人が総合的な産業支援機関としての機能を十分発揮できる

ように、必要な支援（人的、資金的等）を行う。 

さらに、本構想と「第 2 次浜松市総合計画」との連携を図り、産業活動の活性

化や企業の競争力強化の視点に立って、都市基盤の整備や生活しやすいまちづく

り、教育環境の整備等に努める。 

イ 公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構を中核とした構想推進体制 

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構は地域の総合的な産業支援機関

として機能を強化し、本構想の具体化に向け中核的な役割を担う。 

これにより、当公益財団法人は、地域の大学や他の産業支援機関との強固な協

働体制を構築するとともに、地域全体の総合調整機能を整え、企業に対する総合

的な相談、案内機能（産業支援のコンシェルジュ）を果たすほか、産業・技術・

市場情報の収集・分析事業、経営基盤強化事業（人材育成、コーディネート業務

等）、技術開発支援事業、販路開拓支援事業等を担当する。 

また、当公益財団法人は、新技術・新製品開発や市場開拓等、様々な段階にお

いて、国・県・市の補助事業等の受け皿となることや、大手企業等からの支援を

誘導することにより、必要かつ最適な事業を確保する。 
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ウ 産学官連携によるオール浜松体制と広域連携 

本構想の実現には、産学官の各機関が、浜松地域の産業振興に対し、共通の認

識を持って活動のベクトルを合わせ、オール浜松体制による効果的な産業支援に

取り組むことが重要である。地域中核企業（大企業）についても、地域産業の発 

展に積極的な役割を果たすことを期待し、系列を越えた技術、人材、情報、ネッ

トワーク等の提供を求めていく。

また、三遠南信地域の産学官による広域的な連携体制を強化し、「三遠南信地域

基本計画」、「地域イノベーション戦略」等、広域計画の着実な推進を図ることに

より、連鎖的なイノベーションを創出する。 

（５）産業支援における役割分担  

浜松市では、「はままつ産業創造センター」を中心に、平成 19 年 3 月に策定した

創業都市構想に基づいて、人材育成、創業支援、知財活用に関する事業を実施して

きた。これらを活用し、より一層の成果を生み出すため、本構想に基づく 4 つの基

本戦略の着実な推進を図るとともに、これまで実施してきた事業についても、今日

的なニーズに照らして評価を行い、有効な事業は発展的に継続していくものとする。 

また、「オール浜松体制」による産業支援においては、各機関の有する強みや既存

の支援メニューを有効に活用することが重要である。大学や地域の産業支援機関は、

それぞれ設立の目的も異なり、様々な特長、ノウハウを有しているが、地域全体と

しての事業の効率性・効果性を高めるため、浜松市と公益財団法人浜松地域イノベ

ーション推進機構が協力し、各機関における類似事業の重複解消に努めていく。 

（６）構想の評価・検証、進捗管理  

経済効果、集積化、新事業展開、雇用の 4つの視点から選択した統計数値等（5年

後、10 年後）を指標として掲げた。しかしながら、施策の効果を直接的に測る指標

としては限界があり、構想の進捗評価に当たっては、計画事業の進捗状況を合わせ

て検証する。 

本構想を効果的に推進するため、地域の産学官の代表者等により、事業の進捗状

況の評価・検証を行う。その上で、事業等に修正の必要が生じた場合には、柔軟に

見直しを行う。 
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はままつ産業イノベーション構想 指標 

                        （  ）書きは構想の目標値 

３ 公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構の概要 

前述したとおり、「はままつ産業イノベーション構想」では公益財団法人浜松地域イ

ノベーション推進機構を産業支援政策の中核的産業支援機関として位置づけて推進さ

れている。よって、以下に、当公益財団法人の概要を説明する。 

（１）沿革 

①財団法人ローカル技術開発協会及び電子化機械技術研究所 

昭和 55 年（1980 年）3月、国の諮問機関である産業構造審議会が「80年代の通産

構想策定時 5年後 10年後

工業統計調査
H21

H22 H23 H24

20,981億円 20,146億円 19,701億円 20,853億円 （30,000億円） （35,000億円）

工業統計調査
H21

H22 H23 H24

2,445社 2,323社 2,412社 2,244社 （2,400社） （2,400社）

H19年-22年累計 H19-H23累計 H19-H24累計 H19-H25累計 H19-H26累計

H23　12件 H24　35件 H25　25件 H26途中 42件

89件 101件 136件 161件
（200件）

203件
（350件）

H23からの累計

（15件）
17件

（50件）

H22現在 H26現在

55社
（70社）

50社
（100社）

工業統計調査
H21

H22 H23 H24

77,661人 76,309人 71,857人 72,349人
（77,000人） （80,000人）

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26.11月期

0.49 0.64 0.80 0.96
（1.00）

1.23
（1.00）

雇用

従業員数
（4人以上）

有効求人倍率
（ハローワーク

浜松管内）

経済効果
製造品

出荷額等

集積化

事務所数
（4人以上）

企業立地件数

オープンイノ
ベーション拠点
における新事業
プロジェクト

大学発
ベンチャー数
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政策ビジョン」を国に答申した。この答申の中で、テクノポリス建設構想が政策提

言として打ち出され、国は具体化に向け動き出した。同年 7 月、地域産業の長期対

策を樹立するため、浜松市と浜松商工会議所が中心となり浜松市産業問題懇話会を

設立した。この懇話会は、地域産業の将来構想の中で「テクノポリス建設構想」を

浜松地域の目標として掲げ、産業界は一丸となり推進を図ることとなった。 

昭和 56 年（1981 年）3 月 22 日、地域産業の高度化を推進するため、産学官（企

業、大学・研究機関、行政）が一体となった推進母体を創設し、総合的な技術開発

対策を進めることとして、「財団法人ローカル技術開発協会」を設立した。 

昭和 58 年（1983 年）5 月、高度技術工業集積地域開発促進法（テクノポリス法）

が公布され、昭和 59年（1984 年）3月、旧浜松市、旧浜北市、旧天竜市、旧細江町、

旧引佐町を特定事業の集積促進地域とする「浜松地域テクノポリス開発計画」が国

の承認を受け、財団法人ローカル技術開発協会が、浜松地域テクノポリスの支援機

関として位置づけられた。 

また、昭和 58年（1983 年）財団法人電子化機械技術研究所が設立された。 

②財団法人浜松地域テクノポリス推進機構 

平成 3 年（1991 年）4 月、区画整理事業による都田地区開発拠点の整備が進む中

で、浜松地域テクノポリス開発第 2 期計画が始められ、地域振興事業を一層進展さ

せる目的でテクノポリス推進体制を改めることになった。そこで、財団法人ローカ

ル技術開発協会と財団法人電子化機械技術研究所を統合し、名称を「財団法人浜松

地域テクノポリス推進機構」として、テクノポリス推進体制の一元化を図った。 

財団法人浜松地域テクノポリス推進機構は、静岡県及び旧浜松市、旧浜北市、旧

天竜市、旧細江町、旧引佐町の 3市 2町が出資し、昭和 56年 3月に設立された。地

域産業に関する調査研究及び技術開発を行うとともに、地域産業技術に関する啓発

普及及び研究開発型の中小企業の育成事業を行い、もって静岡県の産業振興と経済

発展に寄与することを目的とし、技術の高度化を支援するとともに企業連携を目指

した。 

財団法人浜松地域テクノポリス推進機構は、主な事業として「既存産業基盤技術

の高度化事業」や「産学官連携事業」を実施して産学官連携や異業種交流を積極的

に進めるほか、「知的クラスター創成事業」、「人財育成事業」、「創業支援事業」及び

「知財支援事業」の拠点となる「はままつ産業創造センター事業」を受託していた。 

③はままつ産業創造センター 

浜松市が政令指定都市への移行した際、浜松市に産業支援機関が存在しないため、

「浜松市創業都市構想」を実践するための拠点として浜松市直営の産業支援機関が

必要であった。そこで、浜松地域のものづくり産業の成長・発展に必要な人財育成、
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知的財産活用、創業・新事業進出などについて支援するワンストップ・一貫型の総

合窓口組織として「はままつ産業創造センター」を開設した。財団法人テクノポリ

ス推進機構と同一施設内に場所はあったものの、はままつ産業創造センターの運営

は浜松市が委託により行っていたため、財団法人テクノポリス推進機構とは分離し

た組織だった。その後、組織の統合化が図られ、公益法人へ移行した。 

はままつ産業創造センターの主な事業は、1)人材育成（体系的人財育成プログラ

ムの運営、技術経営講座、ものづくり人財育成社会人セミナー、起業家精神・もの

づくり精神啓発事業、製造中核人材育成事業、品質工学・品質管理講座など）、2)知

財創造（特許広報類の調査・検索・閲覧、知財関連講習会・講演会の開催、特許情

報活用支援事業、知財創業トータルコーディネーター事業）、3)創業・経営支援（各

種相談総合窓口の設置、専門家派遣事業、事業化研究会事業、販路開拓支援事業、

ビジネスプランコンテスト、ビジネスサポート事業、産業創造推進会議事業）であ

る。現在、浜松市が公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構に委託している

事業の主なものは、はままつ産業創造センターで行っていた事業である。 

具体的には、技術、経営、知財の各コーディネーターが日々取り組んでいる中小

企業相談と、知的資産の創造と活用の支援を行う専門家派遣事業、ビジネスマッチ

ング事業があり、創業・経営支援事業は起業から既存産業の革新や経営支援まで相

談内容の幅が広く様々であり、対象業種も相談依頼があれば、ものづくり産業に限

らずに対応している。相談業務から発した企業間のマッチングや、事業化研究会参

加を機にした新たなパートナーとの出会いによる共同開発、販路開拓に発展する場

合が多くあり、これを外部の専門家やコンサルタントとも協力して、アドバイス、

プロジェクトの支援等を実施してきた。 

④財団法人静岡県西部地域地場産業振興センター 

西部地域における繊維産業を中心とした地場産業の健全な育成及び発展に貢献し、

活力ある地域経済社会の形成、地域住民の生活の向上及び福祉の増大に寄与するこ

とを目的として、昭和 57 年 11 月に財団法人静岡県西部地域地場産業振興センター

が設立された。 

その後、自主事業が縮小したこと、国・県の補助金見直しが行われたこと、指定

管理者制度が導入されたこと、を理由として解散に至ることになった。また、静岡

県西部地域には、産業支援を行う公益法人が複数存在し、役割や実施事業が重複し

ているため、市民にわかりやすい組織と運営体制を構築するという提言を受け、平

成 21年 4月に財団法人浜松地域テクノポリス推進機構と統合した。地場産業振興事

業は、財団法人浜松地域テクノポリス推進機構が寄附行為の範囲内で引き継いだ。 
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⑤公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 

平成 24 年（2012 年）4月、財団法人浜松地域テクノポリス推進機構とはままつ産

業創造センターは、平成 24 年 4 月の公益財団法人移行に合わせ組織を統合し、「公

益財団法人浜松地域イノベーション推進機構」として新たにスタートした。組織・

事業の一体化により、産業支援機関の重複を解消するとともに、組織・事業の効率

性を高め、総合的な産業支援機関としての機能を強化した。 

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構は、1）地域の総合的な産業支援機

関として、静岡県西部地域における産学官による産業支援の中核的役割を果たし、

2)広域的な取り組みである「浜松・東三河ライフフォトニクスイノベーション（地

域イノベーション戦略）」における総合調整機関としての役割を担い、3)浜松市が、

「はままつ産業イノベーション構想」において、公益財団法人浜松地域イノベーシ

ョン推進機構を浜松市の産業支援政策の推進機関と位置付けている。浜松市は、公

益財団法人浜松地域イノベーション推進機構が総合的な産業支援機関としての機能

を十分発揮できるように、必要な人的支援および資金的支援を行うこととしている。 

（２）組織 

ア 組織図 

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構は、理事長、専務理事（事業推進

部長兼務）、事務局長（総務企画部長兼務）の下に、総務企画部、事業推進部、イノ

ベーション戦略推進本部の組織を置いている。総務企画部及び事業推進部の所在地

は、浜松市中区東伊場二丁目 7 番地 1 号 浜松商工会議所会館 8 階である。半田山

事務所及びテクノビジネスゲート TBG は浜松市東区半田山二丁目 24番 2号に、イノ

ベーション戦略推進本部は浜松市中区城北三丁目 5-1 静岡大学浜松キャンパス内に

それぞれ置いている。 

平成 26 年 4 月 2 日現在、公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構には、役

員 3 名（理事長、専務理事、理事・事務局長）、職員 49 名、うちプロパー職員（正

規社員）は 8名であり、浜松市派遣職員 4名、静岡県派遣職員 1名、企業派遣職員 4

名が在籍している。 

総務企画部は、総務グループ 2 名と企画・広報グループ 4 名で構成されている。

事業推進部は、新技術開発グループ 7 名、事業化推進グループ 5 名、市場・販路開

拓グループ 5 名で構成され、コーディネーターと呼ばれる技術・経営・知財の専門

家が所属している。イノベーション戦略推進本部には 18 名が所属している。 

この他に、定款 22 条により理事 12 名、監事 2 名、定款 12 条により評議員 11 名

が就任している。内訳は、常勤役員 2 人、非常勤役員・評議員 23 人となっている。 
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公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構は、浜松市から産業イノベーショ

ン支援業務を受託するにあたって、業務仕様書に従い業務を遂行するための人員体

制を備えていなければならない。 

浜松市産業イノベーション支援事業業務仕様書 

業務を遂行するための人員体制について 

委託業務の推進にあたり下記に示す人員を平成 25 年 4 月 1 日までに採用しなければ

ならない。また、採用に当たっては、市と協議のうえ専門性、人柄、熱意、行動力、人

的ネットワークを考慮して採用すること。 

・ コーディネーター（技術・経営・知財） 

・ 事務スタッフ 

・ その他必要なスタッフ 

イ 出資金の状況 

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構の基金 18 億 570 万円の内訳は、基

本財産 6億 570万円、債務保証基金 3億 6,000 万円、高度技術振興基金  1 億 8,000

万円、地域産業活性化基金 6億 6,000 万円となっている。 

静岡県が 10 億 1,300 万円を出資し（出資割合 56.10％）、次いで浜松市が 5億 4,300

万円（出資割合 30.07％）の出資者となっている。 

浜松市の出資の内訳は、基本財産が 4 億 3,000 万円(旧浜松市が出資)、債務保証

基金が 1億 1,300 万円（旧浜松市 6,307 万円、旧浜北市 2,044 万円、旧天竜市 1,108

万円、旧細江町 943 万円、旧引佐町 898 万円をそれぞれ出資）である。 

「浜松市外郭団体の設立及び運営に対する関与の基本方針」によれば、「外郭団体

とは、市組織の外部にあって、市がその設立に主体的に関わり、市の事務を代行し、

又は市との連携により市の事務に関連する事業を行う団体」であって、「市が行う資

本金又は基本財産の出資又は出捐（以下「出資等」という。）の割合が 25％以上であ

る団体」、または、「市から負担金、補助金（助成金、利子補給その他これらに類す

るものを含む。）、委託料（随意契約に係るものに限る。）その他これらに類するもの

を合計で年間 1千万円以上支出している団体」のいずれかに該当する団体をいう。 

前述のとおり公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構は、浜松市から 5 億

4,300 万円の基本財産の出資を受け、その出資割合は 30.07％である。また、浜松市

は公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構に対し随意契約による委託料

178,547,324 円を支出している。よって、浜松市産業振興課が所管する外郭団体とし

て位置づけられている。 
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公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構の出資状況 

（単位：千円） 

 静岡県 浜松市 地元企業等 合計 

基本財産 60,000 430,000 115,700 605,700 

債務保証基金 113,000 113,000 134,000 360,000 

高度技術振興基金 180,000 ‐ ‐ 180,000 

地域産業活性化基金 660,000 ‐ ‐ 660,000 

合計 1,013,000 543,000 249,700 1,805,700 

（３）目的及び事業内容 

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構は、産学官との交流及び連携のも

とに各種事業を通じて地域企業の経営基盤強化を図ることにより、浜松地域はもと

より静岡県の産業経済の発展に寄与することを目的としている。 

浜松市からの委託費「産業イノベーション支援事業」と文部科学省の補助金「地

域イノベーション戦略・支援プログラム」を財源とし、浜松市の「はままつ産業イ

ノベーション構想」や「浜松・東三河ライフフォトニクスイノベーション」の推進

を通じて、中小企業の経営資源の開拓・強化や新規事業展開等を支援し、将来の基

幹産業として期待される成長分野の産業育成に取り組んでいる。 

また、国の「産業競争力強化法」に基づく成長戦略を加速させるため、浜松地域

におけるコンシェルジュ（総合窓口）として、産学官金の連携体制のもと、創業や

新規事業展開の支援にも注力している。 

４ 総括的意見 

（１）今後の方向性について

平成 23年に策定されたはままつ産業イノベーション構想をもとに浜松市の中小企

業支援事業は政策化されているが、本構想は策定から 5 年後に見直しが行われる予

定である。今後の中小企業支援も当初の 6 つの産業分野を重点分野とする点は変わ

らないが、浜松地域の事業所等の状況変化に対応していくとのことである。 

浜松市のものづくり産業という地域性を活かした構想及び中小企業支援事業であ

ることは間違いない。しかし、「第 2 2 浜松市の経済と中小企業の特徴」で述べた

ように、全国的にみれば、製造業の比率が高いという特徴はあるものの平成 17年以

降、第 3次産業の事業所の比率も増加している。 

今後はものづくり産業への支援を続けつつ、現状の制度が利用できる分野を拡大
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していく方向を検討してもよいのではないかと考える。

（２）補助金事業の事後評価

産業支援事業の補助金交付事業については補助金を交付した事業が具体的成果を

上げるかどうかの判断は難しいと感じる点はある。しかし、補助金によっては、支

援する側、また、補助金を受ける企業側も具体的な成果目標、例えば補助金を交付

することによる売上目標があってもよいのではないだろうか。補助金制度が利用で

きるから利用するという発想で補助金を利用し、また、交付側も条件を満たすから

交付するというだけでは、有用な産業支援事業にはなりえない。

「はままつ産業イノベーション構想」の中でも、本構想の推進にあたっては地域

産業界自身の「自主・自立」の取り組みが不可欠と述べられている。補助金制度を

利用した後の、各企業の取り組みが産業支援制度では重要である。特に新産業創出

事業費補助金については、支援側、支援される側双方に具体的な成果目標を持つこ

とを検討してもよいのではないかと考える。


