地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想
平成１９年８月２０日
熊
本
県
１．地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な方針
（１）概況
本県は、豊かな自然環境に恵まれ、農業を基幹産業として発展してきた。第一次産業比率、
就業者比率はともに全国平均を上回り、生産額は全国 6 位を占めている。
その一方で、九州の半導体生産額は日本の約 3 分の１、世界の約 8％を生産しており、その
中でも、熊本県は九州の約 3 割を担い、世界でも有数の半導体製造拠点といえる。
本県の県内総生産は 5．8 兆円であり、産業別にみると、サービス業、製造業の占める割合
が高く、全体の 4 割を超える。また、景気は緩やかに回復しているものの、業種や地域によ
る格差が大きく、依然として厳しい状況にある。
特に、県内事業所の殆どを占める中小企業は、景気回復を牽引する輸出や設備投資増加の
恩恵が及びにくいことや、価格転嫁などを通じて売上や利益を増加させにくいことなどから、
依然厳しい経営を強いられている。
これらの中小企業は地域産業の基幹企業となっており、地域経済を支えていることから、
これを支援し、振興することは重要な課題である。
（２）熊本県中小企業振興基本条例に基づく地域資源の活用
このような状況認識を踏まえ、平成 19 年 3 月、中小企業の健全な発展を図ることを目的と
した「熊本県中小企業振興基本条例」を施行した。
言うまでもなく、中小企業は、地域経済や雇用の面で重要な役割を担っている。このた
め、県ではこれまで、中小企業の振興を県政の重要課題として位置付け、補助や融資制度の
充実、新事業支援調達制度の導入、産業人材の育成や産業支援体制の整備等、各種施策を積
極的に展開してきた。
本条例の制定によって、県としては、中小企業対策に係る県の姿勢を改めて内外に示すと
ともに、条例の趣旨を十分踏まえ、更なる施策の充実と積極的な取組みを行っていくことと
している。
特に、同条例において、中小企業の振興は、「豊かな自然、歴史、伝統、文化等の県内各
地域が特性として有する地域資源の持続的活用を図ることにより、推進されなければならな
い。」（第 3 条第 2 項）とし、地域資源の持続的活用を基本理念として掲げている。この基
本理念に従い、「地域の多様な資源、特性等を生かした事業活動を促進する環境の整備」を
基本方針の一つとして、中小企業に関する施策を講ずることとしている（第 4 条第 1 項第 8
号）。
（３）中小企業者とのパートナーシップ
本県には、スイカ、トマト、デコポン、い草等の全国有数の生産量を誇る『農林水産物』
や環境省選定の名水百選に 4 カ所も選ばれている豊かな水、球磨焼酎、肥後象眼等の特色あ
る『鉱工業品及びそれに係る技術』並びに世界最大級のカルデラを有する阿蘇、美しい島々
からなる天草などの『観光資源』といった特色のある地域産業資源が存在する。また、それ
ら目に見える資源を支えるバックボーンには、遠く古代から営々と築かれてきた本県の誇る
べき歴史と文化があり、これら目に見えない地域資源を含めた豊富な「宝」が、本県の確か
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なポテンシャルであり優位性である。
九州新幹線全線開業を間近に控え、本県の「宝」を真に活かしていくためには、創意ある
工夫と進取の精神の下、中小企業者によって、本県の持つこの潜在力が最大限に有効活用さ
れる必要がある。このために、県としても、地域経済活性化に資する事業化の取組みを、中
小企業者とのパートナーシップの下、熊本県中小企業振興基本条例の趣旨を十分に踏まえな
がら、着実に支援し推進していくこととしている。

２．地域産業資源の内容
当県において、その産業資源を活用した中小企業による事業を促進する意義があると考えら
れる資源は以下のとおりである。
（１）農林水産物
名称
あか牛
あかどいも

地域産業資源に係る地域
阿蘇市、産山村、小国町、高森町、西原村、南阿蘇村、南小
国町、山都町
阿蘇市、産山村

アサリ

荒尾市、宇城市、宇土市、熊本市、玉名市、長洲町、八代市

アジ

天草市、上天草市、苓北町

アシアカエビ

芦北町、津奈木町、水俣市

天草大王

県全域

甘夏

いぐさ

芦北町、天草市、宇城市、宇土市、上天草市、玉東町、熊本
市、玉名市、津奈木町、水俣市、山鹿市、苓北町
あさぎり町、五木村、球磨村、相良村、多良木町、錦町、氷
川町、人吉市、水上村、八代市、山江村、湯前町
宇城市、氷川町、八代市

いちご

県全域

ウナギ

天草市、植木町、熊本市、玉名市、富合町、八代市

ウニ

天草市、上天草市、苓北町

小国杉

小国町、南小国町

牛乳
金魚

阿蘇市、産山村、小国町、菊池市、菊陽町、熊本市、西原
村、南小国町
長洲町

くり

県全域

クルマエビ

天草市、上天草市、苓北町

米

県全域

昆布

天草市、水俣市

さつまいも

県全域

サラダたまねぎ

芦北町、津奈木町、水俣市

しいたけ

阿蘇市、産山村、小国町、菊池市、南阿蘇村、南小国町、山
鹿市、山都町
あさぎり町、五木村、球磨村、相良村、多良木町、錦町、人
吉市、水上村、八代市、山江村、湯前町

アユ

鹿肉
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しょうが

宇城市、八代市

真珠

天草市、上天草市、苓北町

すいか

荒尾市、植木町、玉東町、熊本市、玉名市、益城町、山鹿市

タイ

天草市、上天草市、苓北町

大豆
竹

阿蘇市、大津町、嘉島町、菊陽町、玉東町、熊本市、高森
町、玉名市、和水町
県全域

タコ

天草市、上天草市、苓北町

タチウオ

芦北町、天草市、上天草市、津奈木町、水俣市

茶

五木村、相良村、錦町、益城町、八代市、山都町
山鹿市

デコポン

トマト

芦北町、天草市、植木町、宇城市、宇土市、上天草市、玉東
町、熊本市、玉名市、津奈木町、水俣市、八代市、山鹿市、
苓北町
県全域

なし

荒尾市、菊池市、玉東町、玉名市、和水町、山鹿市

なす

あさぎり町、球磨村、多良木町、錦町、氷川町、人吉市、八
代市
県全域

蜂蜜

県全域

馬肉

県全域

晩柑

天草市、上天草市、熊本市、玉名市、苓北町

晩白柚

氷川町、八代市

ヒゴサカエ

県全域

ブリ

天草市、上天草市、苓北町

ブルーベリー

阿蘇市、南阿蘇村、山都町

みかん

メロン

芦北町、天草市、荒尾市、植木町、宇城市、宇土市、上天草
市、玉東町、熊本市、玉名市、津奈木町、水俣市、八代市、
山鹿市、苓北町
県全域

ヤーコン

菊池市

レンコン

宇城市、氷川町、八代市

（２）鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術
名称
阿蘇たかな漬

地域産業資源に係る地域

天草陶磁器

阿蘇市、産山村、小国町、高森町、西原村、南阿蘇村、南小
国町
天草市、上天草市、苓北町

いきなり団子

県全域

いぐさ工芸品

八代市

池山水源の湧水
医薬品

産山村
植木町、宇土市、菊陽町、熊本市、玉名市、益城町、御船
町、山鹿市
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果実酒

県全域

からし蓮根

県全域

川尻刃物

宇土市、熊本市

菊池アイス
菊池水源の湧水
球磨焼酎
熊本ラーメン
自動車部品

菊池市
菊池市
あさぎり町、五木村、球磨村、相良村、多良木町、錦町、人
吉市、水上村、山江村、湯前町
熊本市
県全域

小代焼

荒尾市、宇城市、熊本市、玉名市、長洲町、南関町

焼酎
醤油

県全域
県全域

白川水源の湧水
清酒

南阿蘇村
県全域

精密ガラス製品

天草市、荒尾市、宇土市、嘉島町、上天草市、熊本市、玉名
市、富合町、御船町
苓北町
阿蘇市、産山村、小国町、高森町、西原村、南阿蘇村、南小
国町
芦北町、津奈木町、水俣市
県全域
荒尾市、植木町、宇城市、宇土市、大津町、菊池市、菊陽
町、玉東町、熊本市、合志市、城南町、玉名市、富合町、長
洲町、和水町、南関町、美里町
氷川町、八代市
高森町
八代市
玉名市
あさぎり町、芦北町、阿蘇市、荒尾市、五木村、植木町、宇
城市、宇土市、産山村、大津町、小国町、嘉島町、菊池市、
菊陽町、玉東町、球磨村、熊本市、甲佐町、合志市、相良
村、城南町、高森町、玉名市、多良木町、津奈木町、富合
町、長洲町、和水町、南関町、錦町、西原村、氷川町、人吉
市、益城町、水上村、水俣市、御船町、美里町、南阿蘇村、
南小国町、八代市、山江村、山鹿市、山都町、湯前町
県全域
宇土市
県全域
玉名市、南関町

石炭灰
そば

太平燕
太陽電池

高田焼
高森田楽
竹細工
玉名ラーメン
地下水

畜産廃棄物堆肥
轟水源の湧水
納豆
南関そうめん
海苔
半導体製品

天草市、荒尾市、宇城市、宇土市、上天草市、熊本市、玉名
市、長洲町、八代市、苓北町
芦北町、阿蘇市、荒尾市、植木町、宇城市、宇土市、大津
町、嘉島町、菊池市、菊陽町、熊本市、城南町、玉名市、富
合町、和水町、南関町、錦町、西原村、人吉市、益城町、水
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俣市、八代市、山鹿市、山都町
肥後象がん
人吉・球磨刃物

熊本市
あさぎり町、五木村、球磨村、相良村、多良木町、錦町、人
吉市、水上村、山江村、湯前町

日奈久ちくわ

八代市

味噌

県全域

リモナイト

阿蘇市、産山村、宇城市、宇土市、熊本市、西原村、益城
町、南阿蘇村、八代市
山鹿市

和紙工芸品

八代市
（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源
名称
地域産業資源に係る地域
青井阿蘇神社
阿蘇くじゅう国立公園

宇土城
植木温泉
うたせ船

人吉市
阿蘇市、産山村、大津町、小国町、菊池市、高森町、南阿蘇
村、南小国町
阿蘇市
芦北町、天草市、宇城市、宇土市、上天草、玉東町、熊本
市、玉名市、津奈木町、水俣市、山鹿市、苓北町
宇土市
植木町
芦北町、津奈木町

内牧温泉
雲仙天草国立公園
大矢野温泉
小田温泉
菊池温泉
菊池渓谷
鞠智城

阿蘇市
天草市、上天草市、苓北町
上天草市
南小国町
菊池市
菊池市
山鹿市

球泉洞

球磨村

熊本城
黒川温泉
五家荘
佐敷城
サラダたまねぎ農園

熊本市
南小国町
八代市
芦北町
芦北町、津奈木町、水俣市

地獄温泉
泗水孔子公園
下田温泉
水前寺成趣園
田中城
玉名温泉
垂玉温泉
通潤橋

南阿蘇村
菊池市
天草市
熊本市
和水町
玉名市
南阿蘇村
山都町

阿蘇神社
甘夏農園
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杖立温泉
富岡城
日本一の石段
はなしょうぶの群生地
肥後古代の森

小国町
苓北町
美里町
玉名市
和水町

人吉温泉
人吉城
日奈久温泉
平山温泉
ホタルの生息地
松島温泉
水俣エコタウン
妙見祭
八千代座
八代城
山鹿温泉
湯の児温泉
湯の鶴温泉
湯山温泉
わいた温泉
三井三池炭鉱跡・宮原坑
跡・万田坑跡
三角旧港（西港）

人吉市
人吉市
八代市
山鹿市
菊池市
上天草市
水俣市
八代市
山鹿市
八代市
山鹿市
水俣市
水俣市
水上村
小国町
荒尾市
宇城市

３．地域産業資源を用いて行う事業活動を促進することにより地域経済を活性化する方策
「１．地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な方針」に記載のとおり、本県において
は本年 3 月に施行された「熊本県中小企業振興基本条例」の下、各種中小企業施策を講じてい
くこととしており、地域産業資源の活用についても、その中で基本理念や基本方針として位置
づけている。
これらのことを踏まえ、本県においては、中小企業による地域産業資源を活用した事業を促
進し、地域経済の活性化を図るため、以下の中小企業支援施策を実施することとしている。
１．個別地域産業資源に関する施策
①県産業技術センターによる技術支援
中小企業が抱える新製品の開発、製品の品質の向上、生産管理技術の諸問題について、セ
ンター職員等による技術支援を行い、その対策を具体的に示すとともに、課題解決のための
支援を行う。
なお、平成１９年４月に工業技術センター、食品加工研究所及び計量検定所を再編・統合
するとともに、(財)くまもとテクノ産業財団電子応用機械技術研究所の研究開発について一
体的に行うこととし、技術支援のワンストップサービス拠点とした。
②県産農産物を活用した産学官連携推進事業
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地元の大学、企業と連携し、県産農産物に含まれる有用成分の利用技術（一次加工残さの
二次利用・三次利用技術体系）を確立し、県産農産物の総合的な利用体系を構築することに
より、農業分野における利活用の促進、県産農産物を核とした産業の育成や環境と調和した
農業の実現を図る。
③バイオ・食品研究開発事業（特別支援事業）
麹菌をつかった機能性食品開発、県産米を利用した焼酎醸造、伝統的加工食品の機能性解
明、県産柑橘飲料製造過程のバイオマスからのエタノール製造、及び九州知事会の政策連合
による取組みを受けた共同研究等を行う。
④経営革新支援事業
経営革新の承認により、中小企業の経営革新に向けた取組みを支援する。また、経営革新
の承認を受けた事業者との意見交換により、新事業展開や新たな取組みについて広く啓発す
る。
⑤中小企業金融総合支援事業
大型店対策や３つのフォレスト構想等県の産業施策を着実に推進するため、自動車、バイ
オ関連等の製造業者や将来性や市場での成長性が見込まれる事業者など新たな取組みを行う
中小企業に対して、各種支援事業等と連携した融資を行う。
また、企業の財務データを活用した融資「経営サポート資金」を創設し、売上高の減少等
経営が厳しい中小企業に対して、審査が迅速な無担保融資を行う。
⑥窓口相談事業
中小企業の経営等に知見を有する相談員１名を配置し、プロジェクトマネージャー等との
連携を図りながら、中小企業の相談に対し適切な助言を行う。
また、日常の取引活動で生じる様々な問題について、法律問題を含めたきめ細やかな相談
活動を実施するため、弁護士と顧問契約を締結し、支援体制を構築する。
⑦専門家派遣事業
経営面・技術面で専門的なノウハウを持つ人材を専門家として登録し、当センターに経営
革新等の支援を求める創業者や中小企業者等に対して、それらのニーズに合致した専門家を
派遣し、適切な診断・助言を行う。
⑧取引情報提供事業
中小企業の販路拡大を図るため、発注企業の開拓、発注企業に対する企業情報の提供、優
秀な製品等の情報提供等を行う。
⑨地域新事業資源発掘交流連携事業
・ビジネスプラン作成セミナーの開催
販路開拓や資金調達など、事業展開の様々な場面で必要となるビジネスプラン（事業
計画書）の作成及び企業のプレゼンテーション能力の向上を支援するため、ビジネスプ
ラン作成セミナーを開催する。
・ベンチャーマーケットの開催
企業の販路開拓、ビジネスパートナーのマッチングを 支援するため、県内外の大手
企業やベンチャーキャピタル、金融機関等を招き、プレゼンテーションを行う場とし
て、「くまもとベンチャーマーケット」を開催する。
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２．関連する施策
（１）中小企業ものづくりの振興、技術力の強化への支援
①産業技術センター本館等整備事業
平成１８年度に策定した「産業支援体制の整備・強化に係る基本構想」を踏まえ、産業支
援の機能をより強化するため、産業技術センターの施設整備の設計に着手する。
②産学行政連携の推進
県内外大学等との産学行政広域ネットワークを構築するとともに、大学の医工連携、農工
連携等の異分野融合を促進する研究開発を実施する。
また、大学の研究シーズと企業のニーズを結びつけるためのコーディネート活動を実施す
るとともに大学等の研究成果を特許化し、これを産業界に技術移転することにより、新技術
の開発や新事業の創出を促進する。
③ものづくりフォレスト・自動車関連産業推進事業
平成１７年６月に策定した「ものづくりフォレスト構想」や平成１９年３月に策定した
「自動車関連産業振興戦略」に基づき、中小企業の技術力向上、販路開拓等に対する補助、
自動車関連産業参入・拡大を図る企業への支援、次世代マグネシウム合金の研究開発支援等
による地場ものづくり産業への総合的支援を行う。
④セミコンフォレスト・ソーラー関連産業推進事業
産学行政連携によって半導体生産技術等を核とした国際競争力のある新産業の継続創出を
目指す「熊本セミコンダクタ・フォレスト構想」に基づく支援と、「熊本ソーラー産業振興
戦略」に基づく研究開発への補助等を行う。
⑤ものづくり研究開発事業（特別支援事業）
企業の製品開発や技術力向上のための研究、研修事業を実施するとともに、九州知事会政
策連合による取組みを受けた共同研究、並びに次世代マグネシウム合金の基盤技術開発のた
めの共同研究開発を行う。
⑥大学連携型起業家支援事業
独立行政法人中小企業基盤整備機構が熊本市に建設した大学連携型起業家育成施設に入居
する中小企業等の販路拡大や研究開発、資金面等の助言を行う人材の派遣等を行う。
⑦バイオフォレスト形成推進事業
「熊本バイオフォレスト構想」の下、バイオ関連の新技術・新製品等の開発支援、大学等
の技術シーズの育成・発展支援、産学官連携ネットワーク構築・強化支援等を行い、本県
のバイオテクノロジーの振興を図る。
（２）中小企業の経営の革新や新事業展開への支援
①地域資源を活用した創意工夫のある取組みへの支援
中小企業地域源活用プログラムに基づく地場企業の振興、中小企業による地域資源を活用
した取組み等を支援するため、相談窓口の設置やブラッシュアップ、フォローアップ支援の
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サポートを行う。
②創業・経営革新支援施設提供事業
創業者及び経営革新に取り組む中小企業者に対し、経営資源確保のためのソフト支援と併
せて事業施設を提供する。
（３）中小小売商業の振興への支援
①中心市街地活性化体制支援事業
改正中心市街地活性化法に基づく基本計画の認定を受けた地域等において、同法の求める
取り組みが効果的に進むよう、中心市街地活性化協議会の主要構成員である商工会議所など
が実施するコンセンサス形成事業等に対する支援を行う。
②商業活性化システム強化事業
改正中心市街地活性化法に基づく国の支援を受けられない中心市街地（認定外中心市街
地）等の商店街に対して人材育成やアドバイザー派遣等、実情に即した支援を行う。
③元気な商業づくり総合支援事業
商店街等が行うモデル的な取組みを支援するとともに、個々の店舗が行う商品開発や店舗
の魅力づくりを支援すること等により、商店街づくりと店づくりの両面から商業振興を推進
する。
④商店街振興組合指導事業
商店街振興組合法に基づき、熊本県商店街振興組合連合会が県内商店街振興組合に対して
行う指導や調査、研修事業等に要する経費について補助を行うことにより、商店街の活性
化、魅力ある商店街づくりを推進する。
⑤サービス産業振興事業
県内におけるサービス産業の振興を図るため、サービス産業分野で今後成長が期待できる
健康サービス産業等を支援することで、産業の活性化を図る。
⑥海外経済交流ネットワーク事業
東アジアの現地業務委託コンサルタントの活用、九州知事会政策連合による販路拡大事業
の実施、環黄海経済・技術交流会議の開催等により東アジアとの経済交流を促進する。
（４）中小企業の経営基盤の強化
①プロジェクトマネージャー等支援人材活用事業
県中小企業支援センターが実施する中小企業支援事業を、効果的かつ効率的に実施するた
めには、支援のコーディネートができる人材の確保が、最も重要である。
そのため、県中小企業支援センターにおいて、支援を求める企業に対する診断・助言、専
門家派遣、事業可能性評価、他機関の紹介等、一貫した支援のコーディネートを行うため、
プロジェクトマネージャー１名を配置する。
また、経営、技術などの専門的な面からプロジェクトマネージャーを代理、補佐する者と
して、サブマネージャー１名を配置する。
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②事業可能性評価委員会運営事業
具体的な事業計画を有する創業予定者や中小企業者の求めに応じ、事業化の有望性、技術
の先進性、ノウハウの独自性、事業の発展性等多様な側面から事業の可能性についての評価
を行う機関として、事業可能性評価委員会を設置し、助言を行う。
③支援体制整備円滑化事業
中小企業支援事業等を円滑に実施するために必要なパンフレットの作成や支援対象企業の
掘り起こしを行う。
また、ホームページを運営し、タイムリーな情報提供を行う。
④新事業創出支援体制連携強化事業
くまもとプラットフォームを構成する新事業支援機関相互の連携の強化を図るとともに、
地域プラットフォームによる産業支援事業をよりタイムリーで実効性あるものとするため、
新事業支援機関の連携推進会議等や全国の地域プラットフォームとの情報交換、交流等の各
種事業を実施する。
⑤産業支援人材の発掘・活用
インキュベーション・マネジャー（ＩＭ）の養成研修に財団法人くまもとテクノ産業財団
職員を派遣し、ＩＭ養成を実施する。
⑥新事業支援施設支援強化事業
インキュベーション施設入居企業等に対する販路拡大のための展示会・事業計画審査会等
を開催する。
⑦小規模事業者支援事業
商工会・商工会議所及び県商工会連合会において、小規模事業者からの金融、税務、経
理、労務等の様々な相談に対するきめ細かな対応や、ニーズに応じた専門家派遣、若手後継
者等の人材育成の推進など、小規模事業者の経営改善や経営革新を支援する事業（経営改善
普及事業）を実施する。
⑧小規模事業者等設備貸与事業
小規模企業者等の創業及び経営基盤強化に必要な設備の導入を促進するため、本県から
(財)くまもとテクノ産業財団に資金を貸付け、財団が設備を導入しようとする小規模企業者
等に代わって希望する機械設備を購入し、その設備を長期かつ低利で貸与する。
⑨設備導入等促進診断事業
中小企業者等の経営体質の改善や環境変化への対応を図るため、独立行政法人中小企業基
盤整備機構法に基づく高度化事業及び小規模企業者等設備導入資金助成法に基づく設備資金
貸付事業等に関し、経営の診断・助言を行う。
⑩小規模企業者等設備貸与事業円滑化補助金
小規模企業者等に対する設備貸与制度が円滑に運用されるよう、事業を実施する(財)くま
もとテクノ産業財団が積み立てる貸倒準備金の積立に対して補助を行う。
⑪中小企業連携組織対策事業
組合等の活性化に資する事業を円滑かつ効果的に実施するため、県中小企業団体中央会指
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導員等の人材育成事業や各組合等の実施している取組事例、官公需に関する情報等を収集・
加工し、各組合等に広く提供する事業を実施する。
（５）中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化
①経営安定特別相談事業
経営の危機に直面した中小企業の円滑な問題解決を図るため、県商工会連合会及び熊本、
八代、荒尾の各商工会議所に「経営安定特別相談室」を設置し、中小企業者からの相談に応
じる体制を整備する。
（６）中小企業の人材育成と雇用対策の推進
①支援人材能力開発事業
商工会・商工会議所及び県商工会連合会の支援担当者の能力開発強化に係る研修事業（中
小企業大学校研修参加費の支援）を実施する。
②産業人材の育成
県が設置する技術短期大学校（菊陽町）及び熊本高等技術訓練校（熊本市）において、次
世代の産業界を担うべき人材の育成や在職者訓練を行う。
また、誘致企業や関連企業、地場産業の技術力強化のため、加工機械の基礎的な操作方法
等の技術講習会を実施する。
③中堅・若手技能者育成事業
誘致企業や関連企業、地場企業の技術力強化のため、加工機械の基礎的な操作方法等技術
講習会を実施し、本県のものづくり産業を支える人材の育成を図る。
④若年者対策ワンストップセンター事業
若年者の総合的な就職支援をワンストップで提供し、効果的な就職支援を行うため、「ジ
ョブカフェくまもと」を設置し、電話や窓口での相談や職業紹介等により、若年者の非正規
労働者化、無業化を防ぐとともに、早期離職者、若年失業者、若年非正規労働者の常用雇用
化を支援する。
⑤若者自立支援事業
若年無業者の自立を支援するため、ＮＰＯとの協働により相談業務や職業セミナー、家族
向けセミナー等を実施する。ボランティア体験、就労体験等を実施する。
また、団体や企業との連携によりボランティア体験や就業体験等の場を提供し、若年無業
者一人ひとりの状況に応じた支援を行う。
⑥キャリア教育応援団事業
就学前から大学等までの発育・発達段階に応じたキャリア教育に関する教育界の取組みに
対し、事業所向けマニュアルの作成やセミナー開催、地域の産業特性を活かしたインターン
シップの推進など、産業界や行政側からの支援策の充実を図る。
（７）総合産業としての観光振興
①観光アクションプラン推進事業
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平成１７年３月策定の「観光パートナーシップアクションプラン」に基づき、「『我がま
ちの宝』探し・磨き上げ」など１１の重点プログラムを実施する。平成１９年度は、新たに
「新幹線開業準備キャンペーン」及び「熊本築城４００年支援事業」に取り組む。
②熊本県物産振興戦略策定事業
新たな物産振興施策や県内における物産販売施設のあり方などについて総合的に検討し、
今後の物産振興のための戦略を策定する。
③観光パートナーシップアクションプラン（第２期）推進事業
平成１９年度は、現行の観光パートナーシップアクションプランの最終年度であり、平成
２３年春の九州新幹線全線開業をにらみ平成２０年度〜２２年度までの３カ年のプランを策
定する。
④元気人気くまもと農業運動事業のうちチャレンジ支援事業、地産地消の協力店の指定
農業者と観光産業等農業者以外との連携のもとで行う先進的で新たな取組みに対して支援
を行う。
また、県産農林水産物を取り扱う販売店等の活動支援を行う。
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