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【事業内容】
システム開発受託、保守および運用支援
コンピューターおよび周辺機器の販売・保守
システム導入・利用のコンサルティング　等

コスト削減に直結するサービスもご提供致します。
3次元模型製作・バッテリー再生・消耗品販売・ＯＡ機器販売、修理

弊社営業スタッフにお気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社 ダイアレクティック
富山本社：富山県富山市上袋221-1
　　　　　TEL076(493)7201
　　　　　FAX076(491)6473

Dialectic
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＜新産業の創出＞

【新事業創出促進事業費】４３７，７９５千円
（新）オープンイノベーション型先端研究公募事業

（１０，０００千円）
　ものづくり研究開発センターの最先端設備等を活用して、
様々な業種や分野の企業や大学がオープンイノベーションに
より実施する先端研究を公募

（拡）新商品・新事業創出公募事業（２０，５００千円）
　バイオ、深層水、環境・エネルギー、ものづくり、航空機、医
薬工連携及び次世代自動車の７分野枠について、産学官連
携の提案公募研究事業を支援
　※限度額２，０００千円、医薬工連携枠、次世代自動車枠設定

（新）医薬工連携ネットワーク構築事業（７，０００千円）
　医薬工連携推進の場を提供し、医療機器等の技術開発を
促進し、新産業の創出を目的としたネットワーク構築を行う

【環境・福祉系新技術開発促進事業費】５３，８４７千円
（拡）グリーンイノベーション創出支援事業（６，９２２千円）
　環境・エネルギー分野における企業・大学の研究開発を促
進するため、地域資源を活用した先導的な研究開発プロジェ
クトの創出を支援

＜起業支援＞

【ベンチャー企業等支援事業費】６２，２５２千円
（新）創業・ベンチャー等支援施策普及事業（１１，８４３千円）
　創業や新事業展開挑戦への支援策の成果について、
CATVを活用して県民に広く紹介

＜産学官連携の推進による新技術・新商品の開発＞

【技術立県推進事業費】７１，７４１千円
（新）次世代自動車ネットワーク形成事業（８，６５７千円）
　今後の自動車産業の変化に対応できる体制づくりを行う
ため、意欲のある企業を組織化するとともに、主要部品の実
機を用いた実習等のセミナーを開催

＜企業立地の推進＞

【企業立地推進対策費】２２，５３６千円
（新）とやま・浜松ものづくり交流商談会（１，３００千円）

＜中小企業の振興＞

【中小企業制度融資資金】５５，９２０，７０１千円
（新）医療・介護・健康分野イノベーション推進枠

（１２０，０００千円）
　（新規融資枠３００，０００千円）

（新）海外市場開拓支援資金（１２０，０００千円）
　（新規融資枠３００，０００千円）

（拡）経済変動対策緊急融資（２９，８９０，０００千円）
　（新規融資枠３０，０００，０００千円）
　※取扱期間を平成２４年３月３１日まで１年間延長

（拡）緊急経営改善資金（９，８２７，０００千円）
　（新規融資枠８，０００，０００千円）
　※取扱期間を平成２４年３月３１日まで１年間延長

【地域産業活性化事業費】３９，７３０千円
（新）売れる商品づくりブランド力アップ事業（１，７３６千円）
　商品のブランド力の強化、販路開拓を目的として、講義に
加えプレゼン等の研修を行う実践的なセミナーを開催

（拡）地域資源活用・農商工連携ブラッシュアップ事業費補助金
（１，５４９千円）

　事業の掘り起こしや事業化へ向けた事業計画のブラッシュ
アップを実施

（新）地域貢献型新ビジネス支援事業（５，０００千円）
　中小企業やＮＰＯ法人等が行う地域貢献型ビジネスに係る
新商品開発、新サービス提供等に対して支援

【中小企業販路開拓総合支援事業費】４９，７２５千円
（拡）販路開拓総合助成事業（１５，５００千円）
（新）成長分野ビジネスマッチング支援事業（１７，０００千円）

【中小企業組織化対策費】１０７，１７６千円
（新）観光関連ビジネス連携推進事業（６，６０４千円）

【小規模企業対策事業費】１，３１６，５４８千円
（新）第１３回商工会女性部全国大会ⅰｎとやま事業補助金

（４，０００千円）

＜商業・サービス業の振興＞

【中小商業支援事業費】４０１，９３４千円
（新）とやまの次世代商人発掘事業（４，２２６千円）
　若手商業者を対象とした少数精鋭のリーダー発掘・養成講
座を実施

（新）地域商店街再生促進事業（１３，４５３千円）
　商店街の再生に向け、周辺住民に対するニーズ調査を実
施し、活性化プラン等を策定

平成２３年度　県 の 商 工 関 係 予 算

＜雇用の確保と創出＞

【勤労者福祉対策事業費】５０，６６０千円
（拡）レベルアップ！仕事と子育て両立支援事業（７，７００千円）
　仕事と子育て両立支援推進員の訪問等による企業の一般
事業主行動計画の策定（更新含む）及び内容のレベルアップ
を支援
（新）企業経営者等を対象としたセミナーを開催

【ものづくり競技力向上支援事業】５，６５２千円
（拡）ものづくり技術力向上支援事業（１，５００千円）
　技能五輪等の各種全国大会に参加する企業等に対し選手
強化等を支援

【魅力ある技能社会推進事業費】３２，０９３千円
（新）テクニカル・エンジニア育成塾事業（２，５００千円）
　設計部門（技術者）と製造部門（技能者）との調整を担うテ
クニカル・エンジニアを育成

（新）熟練技能者出前講座事業（１，０００千円）
　企業が自ら企画した社員のスキルアップなどの教育訓練に
対し、講師を斡旋・派遣

●若手技能者“やる気塾”創生事業（１，０００千円）
　若手技能者の仕事に対する“やる気”を引き出す研修会を
開催

（拡）とやまの名匠認定（３００千円）
　高度熟練技能を有し、技能継承や後継者育成に積極的に
活動していただける方を認定

●とやま技能継承塾事業（４，３６０千円）
　とやまの名匠等が企業の若手・中堅技能者に実技指導を
実施（スタンダードコース・ハイレベルコース）

（新）高校生ものづくり技能人材育成塾事業（４，０００千円）
　「技能ナビゲーター」を配置し、工業高校等のニーズに基づ
き、企業の熟練技能者を派遣し技能指導等を実施

【公共職業訓練費】６４２，３９８千円
●能力開発セミナー費（８，９９２千円） 
　企業の人材育成ニーズに応じた在職者訓練の実施（レディ
メイド・オーダーメイド）

【ふるさと雇用再生基金事業費】９４１，０９０千円
　「富山県ふるさと雇用再生特別基金」を活用し、安定的な雇
用機会を創出する事業を実施

【緊急雇用創出基金事業費】２，８１５，７６７千円
　「富山県緊急雇用創出臨時特例基金」を活用し、臨時応急
的な雇用・就業機会を創出する「緊急雇用事業」及び成長が
期待される重点分野における雇用機会の創出や地域ニーズ
に応じた人材育成を行う「重点分野雇用創造事業」を実施

＜若者や中高年世代の活躍の場の拡大＞

【若年者就業支援事業費】２２０，３７６千円
（拡）県内企業人材養成モデル開発事業（１８２，０００千円）

【人材確保対策事業費】４９８，４０５千円
（新）県内中小企業人材マッチング促進事業（４，０００千円）
　県内中小企業と学生の雇用のミスマッチを解消し、マッチ
ングを促進するため、企業向けに人材確保力アップセミナー
の開催、学生向けに中小企業ガイドの発行及び中小企業の魅
力発見セミナーを開催

（拡）重点成長分野人材育成プログラム事業
（４２６，５００千円）

　県内企業に委託して６か月以上１年間以内の訓練付雇用
の事業を実施

　平成２３年度の県一般会計予算が編成されました。そのうち、商工関係の主な事業予算は以下のとおりです。

平成22年度

県 の２月 補 正 予 算 案（ 商 工 関 係 ）
　県の２月補正予算案が編成されました。そのうち、主な商工関係予算案は以下のとおりです。

＜雇用の施策を推進するための基金の積立て＞ （拡）緊急雇用創出臨時特例基金の積み増し　３４億円
　重点分野雇用創造事業の追加

（新）２３年度新たに取り組むもの
（拡）２３年度充実を図るもの
 ● 継続的に実施するもの
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＜新産業の創出＞

【新事業創出促進事業費】４３７，７９５千円
（新）オープンイノベーション型先端研究公募事業

（１０，０００千円）
　ものづくり研究開発センターの最先端設備等を活用して、
様々な業種や分野の企業や大学がオープンイノベーションに
より実施する先端研究を公募

（拡）新商品・新事業創出公募事業（２０，５００千円）
　バイオ、深層水、環境・エネルギー、ものづくり、航空機、医
薬工連携及び次世代自動車の７分野枠について、産学官連
携の提案公募研究事業を支援
　※限度額２，０００千円、医薬工連携枠、次世代自動車枠設定

（新）医薬工連携ネットワーク構築事業（７，０００千円）
　医薬工連携推進の場を提供し、医療機器等の技術開発を
促進し、新産業の創出を目的としたネットワーク構築を行う

【環境・福祉系新技術開発促進事業費】５３，８４７千円
（拡）グリーンイノベーション創出支援事業（６，９２２千円）
　環境・エネルギー分野における企業・大学の研究開発を促
進するため、地域資源を活用した先導的な研究開発プロジェ
クトの創出を支援

＜起業支援＞

【ベンチャー企業等支援事業費】６２，２５２千円
（新）創業・ベンチャー等支援施策普及事業（１１，８４３千円）
　創業や新事業展開挑戦への支援策の成果について、
CATVを活用して県民に広く紹介

＜産学官連携の推進による新技術・新商品の開発＞

【技術立県推進事業費】７１，７４１千円
（新）次世代自動車ネットワーク形成事業（８，６５７千円）
　今後の自動車産業の変化に対応できる体制づくりを行う
ため、意欲のある企業を組織化するとともに、主要部品の実
機を用いた実習等のセミナーを開催

＜企業立地の推進＞

【企業立地推進対策費】２２，５３６千円
（新）とやま・浜松ものづくり交流商談会（１，３００千円）

＜中小企業の振興＞

【中小企業制度融資資金】５５，９２０，７０１千円
（新）医療・介護・健康分野イノベーション推進枠

（１２０，０００千円）
　（新規融資枠３００，０００千円）

（新）海外市場開拓支援資金（１２０，０００千円）
　（新規融資枠３００，０００千円）

（拡）経済変動対策緊急融資（２９，８９０，０００千円）
　（新規融資枠３０，０００，０００千円）
　※取扱期間を平成２４年３月３１日まで１年間延長

（拡）緊急経営改善資金（９，８２７，０００千円）
　（新規融資枠８，０００，０００千円）
　※取扱期間を平成２４年３月３１日まで１年間延長

【地域産業活性化事業費】３９，７３０千円
（新）売れる商品づくりブランド力アップ事業（１，７３６千円）
　商品のブランド力の強化、販路開拓を目的として、講義に
加えプレゼン等の研修を行う実践的なセミナーを開催

（拡）地域資源活用・農商工連携ブラッシュアップ事業費補助金
（１，５４９千円）

　事業の掘り起こしや事業化へ向けた事業計画のブラッシュ
アップを実施

（新）地域貢献型新ビジネス支援事業（５，０００千円）
　中小企業やＮＰＯ法人等が行う地域貢献型ビジネスに係る
新商品開発、新サービス提供等に対して支援

【中小企業販路開拓総合支援事業費】４９，７２５千円
（拡）販路開拓総合助成事業（１５，５００千円）
（新）成長分野ビジネスマッチング支援事業（１７，０００千円）

【中小企業組織化対策費】１０７，１７６千円
（新）観光関連ビジネス連携推進事業（６，６０４千円）

【小規模企業対策事業費】１，３１６，５４８千円
（新）第１３回商工会女性部全国大会ⅰｎとやま事業補助金

（４，０００千円）

＜商業・サービス業の振興＞

【中小商業支援事業費】４０１，９３４千円
（新）とやまの次世代商人発掘事業（４，２２６千円）
　若手商業者を対象とした少数精鋭のリーダー発掘・養成講
座を実施

（新）地域商店街再生促進事業（１３，４５３千円）
　商店街の再生に向け、周辺住民に対するニーズ調査を実
施し、活性化プラン等を策定

平成２３年度　県 の 商 工 関 係 予 算

＜雇用の確保と創出＞

【勤労者福祉対策事業費】５０，６６０千円
（拡）レベルアップ！仕事と子育て両立支援事業（７，７００千円）
　仕事と子育て両立支援推進員の訪問等による企業の一般
事業主行動計画の策定（更新含む）及び内容のレベルアップ
を支援
（新）企業経営者等を対象としたセミナーを開催

【ものづくり競技力向上支援事業】５，６５２千円
（拡）ものづくり技術力向上支援事業（１，５００千円）
　技能五輪等の各種全国大会に参加する企業等に対し選手
強化等を支援

【魅力ある技能社会推進事業費】３２，０９３千円
（新）テクニカル・エンジニア育成塾事業（２，５００千円）
　設計部門（技術者）と製造部門（技能者）との調整を担うテ
クニカル・エンジニアを育成

（新）熟練技能者出前講座事業（１，０００千円）
　企業が自ら企画した社員のスキルアップなどの教育訓練に
対し、講師を斡旋・派遣

●若手技能者“やる気塾”創生事業（１，０００千円）
　若手技能者の仕事に対する“やる気”を引き出す研修会を
開催

（拡）とやまの名匠認定（３００千円）
　高度熟練技能を有し、技能継承や後継者育成に積極的に
活動していただける方を認定

●とやま技能継承塾事業（４，３６０千円）
　とやまの名匠等が企業の若手・中堅技能者に実技指導を
実施（スタンダードコース・ハイレベルコース）

（新）高校生ものづくり技能人材育成塾事業（４，０００千円）
　「技能ナビゲーター」を配置し、工業高校等のニーズに基づ
き、企業の熟練技能者を派遣し技能指導等を実施

【公共職業訓練費】６４２，３９８千円
●能力開発セミナー費（８，９９２千円） 
　企業の人材育成ニーズに応じた在職者訓練の実施（レディ
メイド・オーダーメイド）

【ふるさと雇用再生基金事業費】９４１，０９０千円
　「富山県ふるさと雇用再生特別基金」を活用し、安定的な雇
用機会を創出する事業を実施

【緊急雇用創出基金事業費】２，８１５，７６７千円
　「富山県緊急雇用創出臨時特例基金」を活用し、臨時応急
的な雇用・就業機会を創出する「緊急雇用事業」及び成長が
期待される重点分野における雇用機会の創出や地域ニーズ
に応じた人材育成を行う「重点分野雇用創造事業」を実施

＜若者や中高年世代の活躍の場の拡大＞

【若年者就業支援事業費】２２０，３７６千円
（拡）県内企業人材養成モデル開発事業（１８２，０００千円）

【人材確保対策事業費】４９８，４０５千円
（新）県内中小企業人材マッチング促進事業（４，０００千円）
　県内中小企業と学生の雇用のミスマッチを解消し、マッチ
ングを促進するため、企業向けに人材確保力アップセミナー
の開催、学生向けに中小企業ガイドの発行及び中小企業の魅
力発見セミナーを開催

（拡）重点成長分野人材育成プログラム事業
（４２６，５００千円）

　県内企業に委託して６か月以上１年間以内の訓練付雇用
の事業を実施

　平成２３年度の県一般会計予算が編成されました。そのうち、商工関係の主な事業予算は以下のとおりです。

平成22年度

県 の２月 補 正 予 算 案（ 商 工 関 係 ）
　県の２月補正予算案が編成されました。そのうち、主な商工関係予算案は以下のとおりです。

＜雇用の施策を推進するための基金の積立て＞ （拡）緊急雇用創出臨時特例基金の積み増し　３４億円
　重点分野雇用創造事業の追加

（新）２３年度新たに取り組むもの
（拡）２３年度充実を図るもの
 ● 継続的に実施するもの
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企業の繁栄に 特別増強運動展開中 !

商工貯蓄共済制度
ひとつの掛金で３つの備え

● お申し込み・お問い合わせは地元の商工会へ ●

生命
保障
生命
保障貯 蓄 融 資貯 蓄 融 資
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ふれあい青空市「やまだの案山子」

なりひら風の市

風の盆ステ－ジ

城端しだれ桜まつり

第６回なんと！いい百縁商店街

水橋ホタルイカ見学会

福岡さくらまつり

ふちゅう曲水の宴

第１９回ごんべ祭り

倶利迦羅さん八重桜まつり

高岡といで菜の花フェスティバル

石動曳山祭

４月　土曜・日曜・祝日

４／９（土）

４／９（土）･２３（土）

４／９（土）～１７（日）

４／１０（日）

４月中旬＜予定＞

４／１６（土）～１７（日）＜予定＞

４／１７（日）

４／１７（日）

４／２８（木）～５／５（祝）

４／２９（祝）

４／２９（祝）

ふれあい青空市
「やまだの案山子」運営委員会

なりひら風の市実行委員会

越中八尾観光協会

南砺市商工会城端事務所

南砺市商工会福光事務所

富山市北商工会水橋支所

さくらまつり実行委員会

ふちゅう曲水の宴実行委員会

ごんべ祭り実行委員会
（富山市南商工会大山支部センタ－内）

小矢部市商工会小矢部支所

高岡市商工会戸出支所

小矢部市商工会小矢部支所

076-457-2333

076-455-3181

076-454-5138

0763-62-2163

0763-52-2038

076-478-0247

0766-64-3088

076-469-2496

076-483-1420

0766-67-0756

0766-63-0792

0766-67-0756

イベント名 開 催 日 お問合せ先

4 月月各地の

小規模事業者の方々の
　　資金繰りを支援します

（小規模事業者経営改善資金貸付）
「マル経融資制度」をご利用下さい！「マル経融資制度」をご利用下さい！「マル経融資制度」をご利用下さい！

設備資金については、特例制度により
当初２年間の貸付利率が

0.5％（年利） 
引き下げとなります。

（平成23年3月31日まで）

融資限度額

返済期間

担保・保証人
利　　率

１,５００万円
運転資金　７年以内（据置期間１年以内）
設備資金　１０年以内（据置期間２年以内）
不要です（本人保証も不要です）
１．95％（平成２3年2月21日現在）

※詳しくは最寄りの商工会にご相談下さい。

マル経融資制度
の内容

日本政策金融公庫
国 民 生 活 事 業（ ）
マル経融資制度

の内容
日本政策金融公庫
国 民 生 活 事 業（ ）


