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 ○はじめに 

 

 
 

 建設産業は、本県の基幹産業であり、良質な社会資本の整備や維持・更新をはじめ、地域

の経済や雇用、さらには、地域防災力の要として、重要な役割を果たしています。 

 

 しかしながら、建設企業は、建設投資の減少や競争激化による体力の低下や、ベテラン技

術者の引退、新規入職者の減少や若年者の低い定着率等から、「現場」を支える人材・技

術・技能の継承が困難となっているという問題が顕在化してきています。 

  また、建設企業は、加速化する技術革新への対応、メンテナンス時代への対応、働き方改

革への対応等様々な課題にも直面しています。 

 

 このため、県や国等においては、建設産業がこれからも地域の経済や雇用を支えるととも

に、地域防災の中核として持続的に発展できるよう、様々な支援施策を実施しているところ

です。 

 

 本資料は、これらの支援施策の概要等をとりまとめたものです。課題解決や経営体質の強

化等の一助として、御活用いただければ幸いです。 
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１．相談対応について 

 

◇支援相談 

 
【事業概要】建設業者の健全育成や資質の向上等を図るため、建設業者の状況に応じた専門家や 

関係機関の紹介、建設業支援施策の内容等について電話による相談や出前相談を受

付ます。 

 

【問合せ先】徳島県県土整備部建設管理課振興指導担当  TEL:088-621-2523 

 

◇経営相談窓口 

 
【事業概要】「徳島県よろず支援拠点」は、中小企業・小規模事業者のための経営相談所です。豊

富な経験を有する専門家であるコーディネーターが各種相談に無料で応じます。 

  

 ○経営相談窓口の詳細について 

  https://yorozu-tokushima.jp/?page_id=57 

 

【問合せ先】徳島県よろず支援拠点［(公財)とくしま産業振興機構内］ 

      TEL:088-676-4625 

 

◇徳島県発注工事の「設計変更」相談窓口 

 

【事業概要】将来の担い手を確保・育成できるよう建設企業が適正な利潤を確保するために重要

な「適切な設計変更」に関する相談を受付ます。 

 

【問合せ先】徳島県出納局公共入札検査課  TEL:088-621-2619 

 

◇徳島県発注工事の「施工体制」相談窓口 

 
【事業概要】災害等で工事が集中する地域において、円滑な施工体制を確保するため技術者等の

配置や工期に関する相談を受付ます。 

 

【問合せ先】徳島県県土整備部建設管理課技術管理担当  TEL:088-621-2620 

 

◇電子納品個別相談 

 

【事業概要】徳島県が発注する委託業務、土木・建築工事で作成する電子納品成果について、電

子納品を始めるには何が必要か、どのように成果品を作成するのかなど、電子納品

についての相談を受付ます。 

 

【問合せ先】徳島県県土整備部建設管理課建設企画担当  TEL:088-621-2628 
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◇事業承継に関する相談窓口 
 

●徳島県事業承継ネットワーク 

 

 【事業概要】県や市町村、経済団体、金融機関、士業等の専門機関からなる事業承継ネット 

ワークでは、事業承継に関する相談を受付ています。 

 

 【問合せ先】徳島県事業承継ネットワーク 

       事務局                 TEL：088-624-8722 

       東部ブロック        TEL：088-676-3310 

       南部ブロック        TEL：0884-22-6552 

              西部ブロック        TEL：0883-72-6511 

 

●徳島県事業引継ぎ支援センター 

 

【事業概要】徳島県内の中小企業・個人事業主を対象に、後継者不足で事業承継が深刻化してい

る方に対して、様々な問題解決に向け、対応を行っており、事業引継ぎに特化した

相談窓口です。 

 

【問合せ先】徳島県事業引継ぎ支援センター TEL：088-679-1400 

 

２．経営支援について 
 

◇建設業支援の各種セミナー 

 

【事業概要】経営基盤の強化の観点から、「大規模災害発生時等における事業継続力向上のための

ＢＣＰ策定・運用｣などをテーマにしたセミナーを開催します。 

 

【問合せ先】徳島県県土整備部建設管理課振興指導担当  TEL:088-621-2523 

 

◇１級土木施工管理技術検定試験受験準備講習会 

 

【事業概要】土木施工に関する高度な知識と応用力を持つ一級土木施工管理技士の養成を行うた

め、試験受験準備講習会を開催し、資格取得を支援します。 

 

【問合せ先】(公財)徳島県建設技術センター  TEL:088-624-7950 

      (一社)徳島県建設業協会     TEL:088-622-3113 

 

◇建設産業人材育成フィールド講座 

 

【事業概要】県内建設企業への就職を希望する者やスキルアップを目指す就業者を対象として、

県発注の工事現場を活用し、小型車両系建設機械の運転業務に係る特別教育を実施

します。 

 

【問合せ先】徳島県県土整備部建設管理課振興指導担当  TEL:088-621-2523 
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◇徳島県建設業ＢＣＰ認定制度 

 
【事業概要】建設業の事業継続力及び地域の防災力の向上を図るため、建設企業が策定した事業

継続計画（建設業ＢＣＰ）について、県が認定を行う制度です。 

      ※認定の対象は、土木一式工事の格付が特Ａ級及びＡ級の建設企業です。 

 

【問合せ先】徳島県県土整備部建設管理課振興指導担当  TEL:088-621-2523 

 

◇新技術等活用支援モデル事業 

 

【事業概要】建設業の活力を増進するとともに、地域経済の活性化を図るため、建設工事に関す

る新技術・新材料・新工法の開発に取り組む県内企業に対し、学術機関等の紹介や

試験施工の実施・技術的評価を行います。 

  

 ○新技術等活用支援モデル事業の詳細について 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2014020600063 

 

【問合せ先】徳島県県土整備部建設管理課技術管理担当  TEL:088-621-2622  

 

◇中小企業向け各種融資制度 

 

【事業概要】目的別に、２１の融資制度を用意しています。それぞれの融資対象等に   

      該当する場合に利用できます。 

 

 ○中小企業向け各種融資制度の詳細について 

    https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5015570/ 

 

【問合せ先】徳島県商工労働観光部企業支援課  TEL:088-621-2318 

 

◇とくしま経営塾「平成長久館」事業 

 
【事業概要】中小企業の「強い組織」づくりの支援のため、各種セミナー等を通じた経営の核と

なる人材の育成と、経営課題解決のための専門家の派遣を一体的・効果的に実施し

ます。 

 

 ○とくしま経営塾「平成長久館」事業の詳細について 

  https://www.our-think.or.jp/?p=1994 

 

 

【問合せ先】(公財)とくしま産業振興機構    TEL:088-654-0103 

      徳島県商工労働観光部企業支援課  TEL:088-621-2324 
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◇速効経営助っ人事業 

 

【事業概要】経営革新・向上を目指す中小企業や創業者等が抱える諸課題（経営全般、マーケ 

ティング、資金、法務、人事労務、税務、創業、ＩＴ、特許、販路開拓、ＩＳＯ認

証取得等）に対し、様々な分野の専門家を派遣し、診断・助言を行います。 

 

 ○速効経営助っ人事業の詳細について 

    https://www.our-think.or.jp/?p=2188 

  

【問合せ先】(公財)とくしま産業振興機構  TEL:088-654-0103 

 

◇事業承継税制 
 

【事業概要】後継者が、非上場会社の株式等を先代経営者から贈与又は相続により取得し、経営

承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けた場合、一定の要件の下、贈与税・

相続税の納税が猶予又は免税される制度です。 

      個人事業者の事業用資産についても、同様に一定の要件の下、贈与税・相続税の納

税が猶予又は免税されます。 

 

【問合せ先】徳島県商工労働観光部商工政策課団体・振興担当 TEL：088-621-2322 

 

◇事業承継・引継ぎ補助金 
 

【事業概要】事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組や廃業に係る費用、事業引継ぎ時の専門

家の活用費用などの一部を補助します。     

 

【問合せ先】 経済産業省中小企業庁事業環境部財務課 TEL：03-3501-5803 

 

◇下請債権保全支援事業［国土交通省］ 

 
【事業概要】中小･中堅下請建設企業等の経営･雇用安定、連鎖倒産の防止を図るため、ファクタ

リング会社が、当該下請建設企業等の保有する工事請負代金等の債権の支払を保証

する仕組みです。下請建設企業等が保証を利用しやすくするよう、保証料負担に対

し助成します。《令和４年３月３１日まで延長》 

 

 ○下請債権保全支援事業の詳細について 

  http://www.kensetsu-kikin.or.jp/saimu/josei_hozen.html 

 

【問合せ先】(一財)建設業振興基金 金融・経理支援センター TEL:03-5473-4575 

      四国地方整備局建政部計画・建設産業課     TEL:087-851-8061(代)   
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◇地域建設業経営強化融資制度 (下請セーフティネット債務保証事業の拡充) 

 〔国土交通省〕 

 
【事業概要】｢下請セーフティネット債務保証事業｣は、公共工事請負代金債権を担保に、事業協

同組合等が行う転貸融資と建設業振興基金の債務保証を組み合わせることにより、低

利で簡易・迅速に融資を受けられます。また、「地域建設業経営強化融資制度」では

工事の出来高を超えた未完成部分を含めた融資が可能であり、ＰＦＩ等公益的民間工

事にも制度適用対象を拡大しています。 

      《令和８年３月３１日まで延長》 

 

 ○地域建設業経営強化融資制度の詳細について 

   http://www.kensetsu-kikin.or.jp/saimu/keieikyouka.html 

 

 ○下請セーフティネット債務保証事業の詳細について 

  http://www.kensetsu-kikin.or.jp/saimu/saftynet.html 

 

【問合せ先】(一財)建設業振興基金  金融・経理支援センター  TEL:03-5473-4575    

            四国地方整備局建政部計画・建設産業課     TEL:087-851-8061(代)   

 

◇経営力向上計画（建設業）〔国土交通省〕 

 

【事業概要】「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力

向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計

画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより、税の優遇措置や

各種金融支援が受けられます。 

      ※事業分野により提出先が異なりますが、建設業の提出先は国土交通省四国地方整

備局となります。 

 

 ○経営強化法による支援(中小企業庁ＨＰ) 

  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ 

 

【問合せ先】四国地方整備局建政部計画・建設産業課    TEL:087-851-8061(代) 
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◇建設事業主等に対する助成金［厚生労働省］ 

 
【事業概要】建設労働者の雇用の改善や技能の向上等を図るための取組を行う建設事業主や建

設事業主団体等を支援する制度です。 

 

◆トライアル雇用助成金 
｢若年・女性建設労働者トライアルコース｣ 

 

◆人材確保等支援助成金 
   ｢雇用管理制度助成コース（建設分野）｣ 

｢若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース（建設分野）｣ 

｢作業員宿舎等設置助成コース（建設分野）｣ 

 

◆人材開発支援助成金 
   ｢建設労働者認定訓練コース｣ 

｢建設労働者技能実習コース｣ 

 

 

 ○雇用関係助成金の詳細について  

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ 

 

【問合せ先】徳島県内ハロ－ワ－ク 

        徳島：088-622-8609  小松島：徳島へお問い合わせください。 

       鳴門：088-685-2270  吉野川：0883-24-2166 

       美馬：0883-52-8609  三好 ：0883-72-1221 

       阿南：0884-22-2016  牟岐 ：0884-72-1103 

 

◇自然エネルギー立県とくしま推進資金貸付制度 

 
【事業概要】自然エネルギー導入をはじめとした温室効果ガス排出削減に積極的に取り組む中小

企業に向けた、低利の融資制度です。 

 

 ○自然エネルギー導入に取り組む中小企業者向け融資制度について 

  https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/shizen/5007685 

 

【問合せ先】グリーン社会推進課    TEL:088-621-2209 

      徳島県信用保証協会    TEL:088-622-0217 

（取扱金融機関：阿波銀行、徳島大正銀行、四国銀行、香川銀行、徳島信用金庫、 

阿南信用金庫、商工組合中央金庫） 
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３．新分野進出支援について 

 

◇新事業展開・リカレント支援資金 

 

【事業概要】事業転換、経営多角化やプロフェッショナル人材の活用など、新たな事業展開を行

おうとする建設業者等を資金調達面から支援します。 

 

 ○新事業展開・リカレント支援資金の詳細について 

    https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5015570/ 

  

【問合せ先】徳島県商工労働観光部企業支援課    TEL:088-621-2318 

 

◇経営革新支援制度 

 
【事業概要】経営革新（新商品の開発又は生産、商品の新たな生産又は販売の方式の導入等）に

取り組もうとする中小企業者等が、「中小企業等経営強化法」に基づき「経営革新計

画」を作成し、知事の承認を受けると、様々な支援策を受けることが可能となりま

す。 

 

 ○オンリーワンチャレンジ【経営革新支援制度】の詳細について 

  https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5029917 

 

【問合せ先】徳島県商工労働観光部企業支援課    TEL: 088-621-2369 

 

◇農山漁村未来創造事業 

 
【事業概要】「徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本計画｣の目指す将来像である｢もうかる農林

水産業の実現｣に向けた多様な担い手の育成・確保に資する環境整備を着実に進める

ため、建設業はじめ農業以外の業を営む企業が営農（地域営農の担い手等）を開始す

るために必要な施設・機械等の整備に助成します。 

 

【問合せ先】徳島県農林水産部農林水産政策課 TEL:088-621-2394 

      （各農業支援センター） 

      徳島農業支援センター      TEL:088-626-8771 

      鳴門藍住農業支援センター    TEL:088-692-2515 

      阿南農業支援センター      TEL:0884-24-4182 

      美波農業支援センター      TEL:0884-74-7491 

      吉野川農業支援センター     TEL:0883-26-3971 

      美馬農業支援センター      TEL:0883-53-2309 

      三好農業支援センター      TEL:0883-76-0654 
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◇自然エネルギー立県とくしま推進事業発電施設整備補助制度 

 
【事業概要】自然エネルギー(小水力)による発電施設の立地を促進するため、自然エネルギー発

電施設の整備に対し補助を行います。 

 

○自然エネルギー立県とくしま推進事業発電施設整備補助制度について 

 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/2016062700121/ 

 

【問合せ先】徳島県危機管理環境部グリーン社会推進課  TEL:088-621-2209 

 

◇自然エネルギー立県とくしま推進事業発電施設導入可能性調査補助制度 
 

【事業概要】自然エネルギー(小水力)による発電施設の立地を促進するため、自然エネルギー発

電施設の整備に向けた導入可能性調査に対し補助を行います。 

 

○自然エネルギー立県とくしま推進事業発電施設導入可能性調査補助制度について 

 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/2016071100264/ 

 

【問合せ先】徳島県危機管理環境部グリーン社会推進課  TEL:088-621-2209 

 

◇環境関連産業立地促進補助金 

 
【事業概要】民間事業者等のリサイクル産業への参入を促進し、循環型社会の形成を推進するた

め、本県において新たなリサイクル事業を行う者に対し、施設整備に必要な資金を

補助します。 

 

○環境関連産業立地促進補助金の詳細について 

 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kankyo/gyosei/support/about_subsidy.html      

   

【問合せ先】徳島県危機管理環境部環境指導課  TEL:088-621-2267 

 

◇環境関連産業立地促進資金 

 
【事業概要】民間事業者等のリサイクル産業への参入を促進し、循環型社会の形成を推進するた

め、本県において新たなリサイクル事業を行う者に対し、施設整備に必要な資金を

融資します。 

  

 ○環境関連産業立地促進資金の詳細について 

  https://www.pref.tokushima.lg.jp/kankyo/gyosei/support/about_fund.html  

 

【問合せ先】徳島県危機管理環境部環境指導課  TEL:088-621-2267 
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４．その他支援施策について 
◇i-Construction(ＩＣＴ施工)の導入に関する補助金及び税制・融資制度 

 ※最新の情報、詳細、利用の可否等につきましては、各制度の問合せ窓口に必ず御確認ください。 

 

補助金・税制・融資等支援一覧 
区分 制度 対象 実施機関 問い合わせ先 ＨＰ 

補助金 

① 

ものづくり・

商業・サービ

ス高度連携推

進事業 

事業者間でデータを共

有・活用することで生産

性を高める高度なプロジ

ェクトを支援 

購入費 － 

https://www.meti.go.j

p/main/yosan/yo-

san_fy2021/pr/ip/chuk

i_17.pdf 

② 

中小企業生産

性革命推進事

業 

中小企業の制度変更への

対応や生産性向上の取組

状況に応じて、設備投

資、IT 導入、販路開拓等

の支援を一体的かつ機動

的に実施 

購入費 － 
https://seisansei.smr

j.go.jp/ 

人材 

育成 
③ 

人材開発支援

助成金 

ICT 土工をはじめとする

特定訓練の経費や賃金補

填 

研修費賃

金補填 

職業能力開発促

進センター等 

https://www.mhlw.go.j

p/stf/seisakunitsuite

/bunya/koyou_roudou/k

oyou/kyufukin/d01-

1.html 

税制 

優遇 

④ 
生産性向上特

別措置法 

生産性が年平均3％以上向

上する建設機械、情報化

施工機器等 

固定資産

税 
市町村 

http://www.chusho.met

i.go.jp/keiei/seisans

ei/index.html 

⑤ 
中小企業経営

強化税制 

生産性が年平均１％以上

向上する建設機械、情報

化施工機器等 法人税、

所得税、

法人住民

税、事業

税 

国（法人税、所

得税）、都道府県

（法人住民税、

事業税）、市町村

（法人住民税） 

https://www.chusho.me

ti.go.jp/keiei/kyoka/

index.html 

⑥ 
中小企業投資

促進税制 

建設機械、情報化施工機

器 等 

https://www.chusho.me

ti.go.jp/zaimu/zeisei

/2014/tyuusyoukigyout

ousisokusinzeisei.htm 

低利 

融資 

⑦ 
IT 活用促進基

金 

情報化施工機器の購入・

賃借 

購入・賃

借 

(株)日本政策金

融公庫 

https://www.jfc.go.jp

/n/finance/search/11_

itsikin_m_t.html 

⑧ 
環境・エネル

ギー対策資金 
建設機械 購入 

(株)日本政策金

融公庫 

https://www.jfc.go.jp

/n/finance/search/15_

kankyoutaisaku_t.html 

⑨ 

（中小企業向

け融資制度） 

生産性革命応

援資金 

生産性向上を図る設備等

の導入 
購入 徳島県 

https://www.pref.toku

shima.lg.jp/jigyoshan

okata/sangyo/shokogyo

/5015570/ 

 



  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
              

徳島県 県土整備部 建設管理課  

TEL：088-621-2523 

FAX：088-621-2864 

URL：https://www.pref.tokushima.lg.jp/  

※本資料は、「徳島県電子入札ホームページ」に掲載しています。

https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/archives/5435 

 


