
令和４年度当初予算 商工労働部主要施策の概要 
（令和３年度第１次２月補正予算含む） 

 
◎予算編成のポイント 
 
 
 
 
 
 

 
 
◎重点主要施策の概要 
 
○「コロナからの再生・成長支援プログラム」の創設 

二極化している事業者の回復状況や課題に対応し、未だ厳しい状況にある事業者を

回復軌道に乗せるための施策「再生パッケージ」と、回復軌道に乗った事業者の成長・

飛躍を後押しする施策「成長パッケージ」からなる総合的な経済対策を講じる。 
 
○地域経済の再生に向けた「再生パッケージ」 

コロナ禍により売上が激減した事業者の事業継続を図るため、国の事業復活支援金

に上乗せ給付する「石川県事業復活支援金」を創設する。 
夏休み前までの外食需要を喚起するため、県独自にプレミアム率を２０％とする石

川県民飲食店応援食事券を発行する。 
専門家派遣制度を継続するとともに、新商品・新サービスの開発や販路開拓などの

前向きな取組を支援する。 
 

○成長する産業づくりに向けた「成長パッケージ」 
本県の炭素繊維分野の技術を活かし「水素」「洋上風力」分野を新たな成長分野の柱

として育成するため、共同研究開発体制の構築や市場参入に向けた調査・検討を行う。 
「能登スマート・ドライブ・プロジェクト」を水素燃料で走る燃料電池自動車で周

遊できる取り組みに深化させるため、水素ステーションを能登と金沢に設置する。 
大手通信事業者と連携して、工業試験場を拠点に５Ｇの産業活用を支援するととも

に、産業のデジタル化をあらゆる業種を対象に拡大する。 
 
○金沢港の日本海側の拠点港化 
  金沢港クルーズターミナルを核とした賑わい創出に向け、飲食・物販や夜間イベン

トの拡充を図るとともに、横浜港、神戸港と連携したレール＆クルーズの誘致や利用

促進に取り組むほか、小口混載貨物サービスの拡充による貨物取扱量の拡大に取り組

む。 

・厳しい状況にある事業者の下支えや需要喚起等に取り組む「再生パッケージ」と、成

長しようとする事業者向けに新たな成長分野への参入やデジタル化等を支援する「成

長パッケージ」による、「コロナからの再生・成長支援プログラム」を創設し、事業者

の再生と成長を支援する。 

・金沢港の日本海側の拠点港化に向け、更なる賑わい創出やクルーズ船誘致、貨物の取

扱量の拡大を図る。 
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◎ 主 要 事 業

金　　額（千円）

1 現下の感染状況への緊急対策

まん延防止等重点措置の適用に基づく感染防止対策の

更なる徹底

・ 石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金 7,000,000 飲食店への営業時間の短縮要請に対する協力金

の支給（２月１次補正） 要請期間　１月２７日～２月２０日

営業時間　５時～２０時（終日酒類提供自粛）

第三者認証取得店舗に限り５時から２１時

（酒類提供可）を選択可能

中小企業　３万円～１０万円／日（２０時まで）

２．５万円～７．５万円／日（２１時まで）

大企業等　上限２０万円／日

2 地域経済の正常化に向けた「コロナからの再生・成長

支援プログラム」の創設

(1) 厳しい状況にある事業者を支援する「再生パッケージ」

①セーフティーネットの確保

・石川県事業復活支援金の創設（２月１次補正） 2,500,000 国の事業復活支援金に県独自に上乗せ給付

（売上５割以上減）　　中小企業　　一律５０万円

個人事業主　一律２０万円

（売上３割から５割減）中小企業　　一律３０万円

個人事業主　一律１２万円

・ 新型コロナウイルス感染症経営改善支援特別融資 融資枠 利率１．０％、融資期間１０年以内(据置期間５年以内)、

２００億円 信用保証料免除

・ 離職者の再就職支援 56,000 いしかわ就職・定住総合サポートセンターにおける相談

窓口の設置等

②飲食・観光需要の喚起

・夏休み前までの切れ目のない需要喚起 1,300,000 「石川県民飲食店応援食事券」の販売

（２月１次補正） （プレミアム率２０％、需要喚起６０億円）

・ いしかわＧｏＴｏイートプレミアムの再開 まん延防止等重点措置の解除後に利用期限を延長

（停止期間分）

③前向きな取り組みへの支援

・ 企業の新分野進出、販路開拓への支援 260,000 売上が減少している企業の取り組みを支援

（売上３割以上減の企業への補助率を引き上げ

２／３→３／４）

・ 経営力強化総合支援アドバイザーの派遣 135,000 専門家による様々な経営課題に対する助言・相談

商工労働部

令和４年度当初予算　商工労働部主要施策の概要

事 業 名 説 明

（令和３年度第１次２月補正予算含む）
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◎ 主 要 事 業

金　　額（千円）

(2) 成長・飛躍を図る事業者を支援する「成長パッケージ」

①新たな成長分野への参入促進

・炭素繊維複合材料を活用したカーボンニュートラル 100,000 水素・洋上風力分野への活用に向けた可能性調査の実施

産業の育成

・燃料電池自動車による能登スマート・ドライブ・ 144,000 再生可能エネルギーを利用し、水電解により製造した水素

プロジェクトの深化に向けた基盤整備 を供給するオンサイト型水素ステーションの整備

（のと里山空港、産業振興ゾーン）

・５Ｇの産業活用に向けた体制整備 9,000 大手通信事業者との連携による最新の５Ｇ技術を提供する

「５Ｇ活用推進ラボ」の設置、相談体制の構築など

②産業のデジタル化

・ あらゆる業種を対象とした企業の取組段階に応じた 698,000 資金面の支援

デジタル化支援 デジタル化設備導入の支援（１２０件→２４０件）、

技術開発の支援

技術面の支援

デジタル化の先行企業での見学会開催、

デジタル化推進アドバイザーの派遣

人材面の支援

活用場面や業界特有のニーズに応えた入門セミナーの

開催、デジタル化実践道場の開講、早稲田大学を代表校

とする「スマートエスイーＩｏＴ／ＡＩ石川スクール」

の開催

③収益力向上による経営基盤の強化

・省エネルギー化の推進 180,000 コスト削減につながる省エネ設備導入への緊急支援

（２月１次補正）

・ 海外アンテナショップのモデル実施 48,000 シンガポール、香港の大手百貨店での県産品販売

（販売期間４ヶ月→６ヶ月）、

オンラインアンテナショップ（通年）

・ 海外バイヤーとのネットワーク構築による販路開拓 9,500 オンラインビジネス商談会の倍増（４回→８回）

④将来の成長につながる人材の確保

・ プロフェッショナル人材の確保支援 53,000 新規人材開拓に向けた転職イベントへの出展など

・ ものづくり産業の人材確保支援 14,000 未経験者に適した軽作業等の業務切り出し支援、

製造現場見学会の開催

商工労働部

事　　　　業　　　　名 説　　　　　　　明
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◎ 主 要 事 業

金　　額（千円）

3 地域を支える活力ある産業づくり

(1) 意欲ある中小企業の前向きな取り組みの支援

・ いしかわ次世代産業創造ファンド(300億円)による 200,000 次世代の産業を担う成長分野での新技術・新製品の

支援 研究開発への助成

・ いしかわ中小企業チャレンジ支援ファンド(400億円) 282,000 地域資源を活用した新商品開発やものづくり企業の

による支援 新製品開発への支援など

・ ニッチトップ企業の育成 29,700 国内外でニッチトップを目指す企業に対する支援、

ニッチトップの可能性を秘めたネクストニッチトップ

企業に対する支援

・ 技術提案型展示商談会の開催 12,000 県内企業の新技術を県外企業へ提案する商談会の開催

・ 受注開拓懇談会の開催 29,014 県外発注企業と県内受注企業とのマッチングを図るため

の受注開拓懇談会の開催

・ 繊維企業と大手アパレル企業の連携強化 7,000 首都圏での商談会の開催、首都圏デザイナーとの商品開発

など

・ 食品王国いしかわ百万石マルシェの開催 2,000 加工食品と県産食材を一堂に集めた展示商談会の開催支援

・ 首都圏における本県の伝統工芸の魅力発信 17,000 いしかわ伝統工芸フェアの開催支援

(2) 本県産業を支える人材確保支援

①移住希望者のＵＩターン促進

・ ＩＬＡＣにおけるマッチングの促進 73,850 人材紹介会社と連携したマッチングの促進、

三大都市圏・オンラインでの転職イベントなど

・ 石川版移住支援金及び移住・起業支援金制度 27,500 東京23区からの県内中小企業へのＵＩターン就職者・

の実施 起業者への支援金

②学生の県内就職の促進

・ 「ＩＳｉｃａ（ふるさと石川就職学生カード）」 12,000 本県への就職に関心をもつ県外出身学生（県内大学・

を活用した県内就職の促進 協定締結大学）へ配付

・ 学生と企業とのマッチングの促進 66,155 県内外での県内企業と学生との交流会の開催、

合同企業説明会の開催、

オンラインを活用した合同企業説明会等の開催

・ 高校生に向けた県内就職の魅力発信 9,900 石川の暮らしやすさ等を紹介するセミナーの開催、

企業ガイダンスの開催

商工労働部

事　　　　業　　　　名 説　　　　　　　明

－4－



◎ 主 要 事 業

金　　額（千円）

③女性や高齢者の就業促進

・ 　女性の就業支援 9,550 女性が働きやすい職場づくりに向けた企業セミナーの開催

など

・ 　高齢者の就業支援 4,350 高齢者に適した軽作業の提供促進に向けた企業セミナーの

開催など

(3) 戦略的な企業誘致の推進

・ 本社機能等立地促進補助金による企業誘致の推進 66,000 本社機能施設等の立地を促進するための助成

サテライトオフィス立地促進補助金による企業誘致 1,200 サテライトオフィスの立地を促進するための助成

の推進

・ 創造的産業等立地促進条例による企業誘致の推進 1,006,000 高度な技術を有する企業等の立地を促進するための助成

・ 雇用拡大関連企業立地促進補助金による企業誘致の 626,000 雇用機会の拡大を図る企業の立地を促進するための助成

推進

4 港の立地の優位性や特性を活かした港湾の活性化

(1) 金沢港

・ クルーズターミナルを核とした年間を通じた 25,000 飲食・物販や夜間イベントの開催、

賑わいの創出 県民ワンナイトクルーズの実施（６月）

・ 国内クルーズの受け入れと誘致 26,800 横浜港・神戸港と連携したクルーズ船誘致・利用促進

など

・ コンテナ定期航路の利用促進 13,000 金沢港の利用促進に向けた荷主への支援など

・ 物流事業者と連携した小口混載貨物輸送サービスの 1,500 輸送先の拡大（３方面→６方面）

拠点化の推進

(2) 七尾港

・ 木材等の総合物流拠点化の推進 12,000 原木輸出の取扱拡大に向けた輸送トライアルの実施など

5 みんなで支える安らぎと絆の社会づくり

・ 障害者雇用拡大に向けた取り組み 28,396 障害者向け業務の切り出しへの支援、職業訓練の実施など

商工労働部

事　　　　業　　　　名 説　　　　　　　明
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