
Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

※

Ａ

Ｂ

事業

区分

Ｃ

Ａ

Ｃ

※

Ａ

各事業の成果目標及び事業実績一覧表

注）◆印は基本計画の策定に伴い新たに取り組む事業を示しています。

◆

(事業12)

　全国規模等の見本市への出展助成

　強化

◆

(事業13)

　中小企業の新規市場開拓・新分野進

　出への支援（情報発信・ビジネスマ

　ッチングの機会提供）

　短期支援６人、長期支援９人、

　独立支援３人（各人数は延べ）

　※長期支援は期間拡充

　補助金等交付要綱などの支援

　制度の整備

　受講生30人以上/年

　（漆器、蒔絵、木工、竹工芸、

　　拭漆の５部門に関する講座）

　参加者

　　大学等　180校/３年

　　企業等　240社/３年

　参加者　360人/３年

　参加者　30人/３年

　３年間検討し、関係機関等

　との協議を含めた報告書を作成

　開催回数　60回/３年

　受講者数　4,500人/３年

　平成26年度までに２名指定

　（現在48人）

　展示会等　15回/３年

　他政令市の取り組み等に関する

　情報収集を実施。

(事業６)

　若手後継者の技術習得支援

　（伝統工芸技術保存講習会の開催）

◆

　参加企業数　19社/３年（63.3％）

　開拓件数　　３社/３年（50.0％）

　新分野進出・業務転換企業数

　　６社（200.0％）

　技術講習会　２回/年（200.0％）

　講習会等　　９回/年（180.0％）

(事業１)

　企業と大学等との就職に関する情報

　交換の促進

(事業２)

（仮）経営者と大学生との縁結び事業

　の推進

◆

(事業３)

　定年延長を見越した中高年技術研修

　の検討

◆

(事業４)

　理工系大学の誘致及び市内の既存大

　学における工学部新設の検討

(事業５)

　人材育成に係る各種講座・セミナー

　等の開催

目標、方針、施策、事業 各事業の成果目標 平成24年度進捗状況

　（施策３）情報戦略、製品開発、販路開拓等への支援

(事業10)

　若手グループの商品開発支援

　（ものづくり相談・支援）

　技術講習会１回/年

　講演会等５回/年

　（新商品開発事業の推進等）

　開催回数　50回/年（100.0％）

　助成件数　52件/３年（37.1％）

　各種展示販売イベント

　50回/年（駿府楽市や駿府匠

　宿のギャラリー等）

　助成件数140件/３年

　（１社当たり、国内外

　　各１回の計２回/年に強化）

(事業11)

　地場産品及び伝統工芸品等の販路

　開拓推進

　支援事業への参加企業数　30社

　新規顧客開拓件数 ６件

　新分野進出・業務転換企業数 ３社

(事業７)

　伝統工芸技術秀士の指定及び顕彰の

　推進・ＰＲ活動の促進

(事業８)

　クラフトマンサポート事業の拡充

(事業９)

　技能検定の受験及び技能五輪への参

　加等に向けた支援の検討

　顕彰者数　１人/３年（50.0％）

　展示会等　７回/３年（46.7％）

　短期支援　３人/３年（50.0％）

　長期支援　２人/３年（22.2％）

　独立支援　１人/３年（33.3％）

　参加者

　　大学等　42校/３年（23.3％）

　　企業等　53社/３年（22.1％）

　参加者　140人/３年（38.9％）

　参加者　０人/３年

　※他政令市での取り組み等に関す

　　る情報収集を実施。

　本市及び周辺の大学との意見交換

　等を通じて、今後の関係構築に向

　けた取り組みを実施。

　開催回数　37回/３年（61.7％）

　受講者数　1,658人/３年（36.8％）

　受講者数　40人/年（133.3％）

　（計画目標）　多様な地域資源が連携するものづくり創造都市　静岡

　（方針１）　次代を担う有能な人材の確保と技術等の向上

　（施策１）地域における人材確保への支援

　（施策２）技術者、経営者等の能力向上への支援

　（方針２）　事業者のニーズに基づく経営資源確保への支援

◆

◆
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※

Ａ

※

※

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

事業
区分

Ａ

Ａ

Ｃ

注）◆印は基本計画の策定に伴い新たに取り組む事業を示しています。

　相談件数　1,200件/３年

　異業種交流を推進する団体への

　助成

　支援プロジェクト数

　３件/３年

　応募件数　80件/年

　新商品助成　１２件/３年

　産業財産権　６６件/３年

　（対象範囲を拡充）

　相談機会　６回/３年

　交流会開催数　21回/３年

　交流・連携に関する情報提供の

　実施

各事業の成果目標

　開催回数　36回/３年

　受講者数　2,100人/３年

　（再掲　事業５内数）

　相談件数　900件/３年

　派遣回数　660件/３件

　支援プロジェクト数

　１件/３年（33.3％）

　応募件数　112件/年（140.0％）

　相談件数　1,602件/３年

　　　　　　（133.5％）

　※国の事業認定につながる事業体

　　の掘り起こし　７者

（事業23）

　異業種交流事業の推進

（事業24）

　メーカーとクリエーターのマッチン

　グ・ブランド化の支援

（事業25）

　農商工連携の推進

　マッチングによる新商品

　開発権数　３件/３年

　農商工連携による商品開発

　への支援

(事業14)

　マーケティング支援講座の実施

(事業15)

　専門家による窓口相談

(事業17)

　専門家の指導による商品企画・開発

　支援

◆

(事業20)

　専門家の指導等による商品企画・開発

　支援拡充（新商品・特許）

(事業16)

　コンサルティングの実施

(事業18)

　起業に向けたビジネスプラン策定等の

　支援

(事業19)

　創業者等の営業機会拡大等のための

　各種事業の実施

◆

（事業22）

　産学官交流事業の推進

　プロジェクトの推進

（事業26）

　フーズ・サイエンスヒルズプロジェク

　トの推進

(事業21)

　大学等研究機関への相談機会の拡充

　（施策４）経営資源確保のための環境整備

　（方針３）　連携を活かした新たな取組みの推進

　（施策５）多様な分野との新たな連携や取組みへの支援

平成24年度進捗状況

　開催回数　 12回/３年（33.3％）

　受講者数　877人/３年（41.8％）

　相談件数　475件/３年（52.8％）

　派遣回数　112件/３年（17.0％）

　新商品助成　３件/３年（25.0％）

　産業財産権　20件/３年（30.3％）

　相談機会　２回/３年（33.3％）

　交流会開催数

　７回/３年（33.3％）

　※講演会等の開催

　　　開催数　　９回

　　　参加者数　307人

　新商品開発件数

　６件/３年（200.0％）

　※セミナー実施　３回

　　技術相談会及び

　　マーケティング相談会　３回

　（方針２）　事業者のニーズに基づく経営資源確保への支援

　（目標）　多様な地域資源が連携するものづくり創造都市　静岡

目標、方針、施策、事業
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※

Ｂ

Ａ

※

※

Ａ

Ｂ

※

Ｂ

※

※

事業

区分

※

◆

　（事業38）

　　中小企業の事業継続計画策定に

　　関する支援

　情報提供、講座等の実施

注）◆印は基本計画の策定に伴い新たに取り組む事業を示しています。

　（事業37）

　　国、県、民間の産業支援機関や

　　団体と連携した支援

　市産業支援施設ホームページ

　等における情報提供の推進

　産学共同研究数　15件/３年

　技術移転機関への助成

　新規企業立地件数　14件/年

　（企業立地戦略指針）

　平成20～24年度　70件/５年

　新産業開発振興機構の活用の

　推進

　（事業33）

　　産業構造の将来予測等に関する

　　調査研究の検討

　現在、ものづくり審議会委員及び

　県内大学教員とともに、調査研究

　を実施中。

　１都市/３年（33.3％）

　（H24　北九州市の調査実施）

　新規企業立地件数

　19件（135.7％）

　（事業36）

　　企業立地の推進

　プログラムの推進

　事業化件数　３件/３年

　開発点数

　　平成24～25年度　20点

　（平成26～27年度　20点）

　（目標）　多様な地域資源が連携するものづくり創造都市　静岡

　３都市/３年

　　（調査研究報告書の作成）

　（施策８）情報と窓口の一元化に向けた事業者支援体制の整備

　現在、ものづくり審議会委員及び

　県内大学教員とともに、調査研究

　を実施中。

◆

　（事業32）

　　大学等研究成果の技術移転の推進

◆

　（事業34）

　　地域間競争に臨む戦略的方策等

　　の検討

　３年間検討し、調査研究結果

　を報告書として作成

◆

　（事業35）

　　ものづくり先進都市等に関する

　　調査研究

　事業化件数

　２件/３年（66.7％）

　２か年度事業のため、初年度に当

　たる今年度では、デザイナーの公

　募等を実施。

◆

　（事業29）

　　アーティストとのコラボレーショ

　　ン支援推進（ニューウェーブしず

　　おか創造事業）

　３年間検討し、調査研究結果

　を報告書として作成

　（事業31）

　　地域課題に係る産学共同研究への

　　支援

　（事業27）

　　地域結集型研究開発プログラムの

　　推進

　（事業28）

　　駿河湾地域循環型社会の推進と新

　　事業の創出プロジェクトの推進

　（事業30）

　　新産業開発振興機構の活用に関す

　　る検討

　（施策５）多様な分野との新たな連携や取組みへの支援

　（方針３）　連携を活かした新たな取組みの推進

目標、方針、施策、事業 各 事 業 の 成 果 目 標

　※セミナー実施　１回

　　研究開発継続実施中

　　（平成25年12月まで）

平成24年度進捗状況

　当該機構の活用促進に向けて、関

　係機関との意見交換などを実施。

　産学共同研究数

　５件/３年（33.3％）

　※展示会出展　　５回

　　マッチング会　５回

　　技術移転　　　３件

　　技術相談・仲介対応　12件

　産学交流センター及び清水産業・

　情報プラザのホームページ等の活

　用を図り、情報提供を実施。

　※セミナー開催　１回

　　受講者数　70人

　（施策６）研究開発や事業化等に関する支援

　（施策９）災害発生後における事業の継続等に向けた支援

　（方針４）　ものづくり産業を育てる環境整備

　（施策７）企業の誘致及び市内留置の促進
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Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ａ

※

※

Ａ

事業

区分

注）◆印は基本計画の策定に伴い新たに取り組む事業を示しています。

　６回/３年

　地場産品のＰＲ及び静岡市ブラ

　ンドの創出・認知度の強化

　参加者300人/３年

◆

　平成25年１月開館

　（指定管理者による運営）

　参加者　90人/３年

◆

　（事業46）

　　首都圏におけるプロモーション

　　の強化（ホビーのまち）

◆
　（事業47）

　　静岡市ブランド認証制度の拡充

　平成24～25年度　20品認証

　展示即売会　15回/３年に拡充

　参加者300人/３年

　セミナー等開催数

　５回（55.6％）

　２回/３年（33.3％）

　１回/３年（33.3％）

　首都圏や海外からの教育旅行

　の誘致推進

各 事 業 の 成 果 目 標

　関係団体等との連携強化による

　体験プログラムの開発及び充実

　セミナー等開催数　９回/３年

　（事業42）

　　体験型観光プログラムの開発と

　　誘客の推進

◆
　（事業49）

　　ものづくり現場企業見学会の開催

◆

　（事業48）

　　市民向けものづくり体験・学習

　　イベントの開催

　（事業45）

　　首都圏におけるプロモーション

　　の強化（地場産品東京展示会）

　ＰＲ事業の強化　３回/３年

　（事業41）

　　高校生のインターンシップ事業

　（事業40）

　　こどもクリエイティブタウンの整備

　（事業43）

　　産業観光等のニューツーリズム

　　の推進

　（事業44）

　　経済セミナー等の開催

 ①スペシャリスト派遣事業60件以上

 ②民間講師活用400人以上

　　　　　　　（2,100人以上）

 ③連続３日間以上の職場体験学習の

　 全校実施

 ④職場体験学習受入事業所リスト

　 掲載事業所数150事業所（新規登

　 録３事業所以上）

　（事業39）

　　次世代育成プロジェクト事業

　①  56件/年（93.3％）

　② 484件/年（121.0％）

　③　43校/年（100.0％）

　④ 144事業所/年（96.0％）

　　　（新規登録12事業所）

　100％

　（平成25年１月20日開館）

目標、方針、施策、事業 平成24年度進捗状況

　認証品数　10品/２年（50.0％）

　展示即売会数　５回/３年

　　　　　　　　（33.3％）

　参加者数　134人(校)/３年

　　　　　　（44.7％）

　参加者数　０人/３年

　※市内事業者等との意見交換など

　　を実施。

　※訪日教育旅行誘致件数

　　　７件（87.5％）

　　体験プログラム実施数

　　　2,679件（69.9％・H22～24）

　参加者数　86人/３年（95.6％）

　※関係機関との連携強化を図るた

　　め、意見交換や検討を実施。

　（施策11）ものづくり創造都市に関する情報発信と理解促進

　（目標）　多様な地域資源が連携するものづくり創造都市　静岡

　（方針５）　ものづくり産業への理解促進と情報発信

　（施策10）ものづくり産業と教育機関の連携強化
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