
平成２８年度中小企業振興施策の実施状況

（１）経営の革新、創業及び承継

予算現額　　　11,000千円

決算額　　　　11,000千円

予算現額　　　5,000千円

決算額　　　　5,500千円

※同目内から流用増　500千円

1

小規模事業経営指導費補助金

【事業内容】
　商工会議所が行う小規模企業経営指導に対し、人件費等の一部を補助する。
〔実施主体：防府商工会議所〕

【実施状況】
市内の小規模事業者の経営技術の改善、発達を図るため、商工会議所が行う経営指導

に係る経費の一部を補助した。経営指導員による巡回及び窓口指導や、講習会等による
集団指導等を行った。

参考①：直近の事務事業評価
創業を含めた中小企業の育成・振興を図るために必要な事業であり、現行の取組を更に深化させる必要があ
る。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案
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【事業内容】
　新たに創業する個人及び法人事業者に対し、事業費の一部を補助する。
１件につき上限５０万円　〔実施主体：市〕

【実施状況】
市内で新たに成長性、独創性のある事業内容で創業する１１事業者に対し、事業所開

設費や販売促進費の一部を補助した。
　　事業者名　　　　　　　　　　　補助対象額　　　補助額　　　　　対象経費
うさぎのあくび＋　　　　　　　　　6,018千円　　 500千円　　　開設
みどりペットクリニック　　　　　　2,580千円　 　500千円　　　開設
ｈａｉｒｓａｌｏｎＳｗａｌｌｏｗ　2,314千円　　 500千円　　　開設
Ｈａｒｕｍｏｎｉａ＠Ｒｕｎ　　　　2,187千円　　 500千円　　　開設
ｍｉｇｎｏｎ　　　　　　　　　　　1,311千円　　 500千円　　　開設
菊屋　　　　　　　　　　　　　　　1,479千円　　 500千円　　　開設
Ｇａｒａｇｅ６６０　　　　　　　　2,331千円　　 500千円　　　開設
＠オーラルケア　　　　　　　　　　1,008千円　　 500千円　　　開設・販売促進
ｍｉｔｓｕａｍｉ　　　　　　　　　5,154千円　　 500千円　　　開設
こども歯科じゅんこクリニック　　　2,528千円　　 500千円　　　開設・販売促進
スタジオすたじょ　　　　　　　　　2,500千円　　 500千円　　　開設

参考①：直近の事務事業評価
創業を含めた中小企業の育成・振興を図るために必要な事業であり、現行の取組を更に深化させる必要があ
る。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

創業支援補助金
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予算現額　　　1,000千円

決算額　　　　　574千円

予算現額　　　11,377千円

決算額　　　　10,607千円

3

創業塾補助金

【事業内容】
防府市創業支援事業計画に位置付けられた、創業するために必要な知識やノウハウを学

ぶ、創業塾・創業フォーラム及び社会問題の解決や新たなビジネスへの挑戦をテーマにし
たビジネスコンテストに対し、開催経費等の一部を補助する。
〔実施主体：防府商工会議所、市内金融機関〕

【実施状況】
　下記の事業に対し、事業費の一部を補助した。

参考①：直近の事務事業評価
創業を含めた中小企業の育成・振興を図るために必要な事業であり、現行の取組を更に深化させる必要があ
る。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

4

インキュベーションプログラム経費

【事業内容】
創業希望者及び創業者を対象に、事業安定期まできめ細やかな支援を行い、創業しや

すい環境づくりを進めた。　〔実施主体：市〕

【実施状況】
創業希望者及び創業者に対し、創業に関する相談、セミナー・イベントの開催、コ

ワーキングスペースの提供等を行った。
創業者数　　　１１人　　　　　会員登録者数　　　　７２人
相談件数　　２０３件　　　　　セミナー参加者数　　４０人
コワーキングスペース利用者数　　２３３人

参考①：直近の事務事業評価
創業を含めた中小企業の育成・振興を図るために必要な事業であり、現行の取組を更に深化させる必要があ
る。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

 事業者名 
防府商工会議所 
 

 
 
東山口信用金庫 

  事業名 
創業塾(１回目) 
創業塾(２回目)  

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝｺﾝﾃｽﾄ 
創業セミナー 

創業セミナー  

 開催日 
8/2～9/20(10回) 
11/6～12/11(6回) 

3/18 
7/24  

11/9 

参加者数 
 30人 
 13人 

  6人 
 16人 

 61人 
  

 補助額 
139千円 
261千円 

 51千円 
 96千円 
27千円 
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予算現額　　　3,000千円

決算額　　　　4,309千円

※同目内から流用増　1,778千円

予算現額　　　4,600千円

決算額　　　　4,600千円
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【事業内容】
商店街の連続性を維持し、集客力と回遊性を向上させるため、空き店舗に出店する事

業者に２年間家賃の一部を補助する。１年目上限額・月５万円、２年目上限額・月３万
円　〔実施主体：市、防府商工会議所（まちづくり防府）〕

【実施状況】
　１６事業者に対し、家賃の一部を補助した。（平成２８年度新規申請　６事業者）
商店街別出店状況
天神町銀座商店街　１事業者　　　　　　　　栄町商店街　４事業者（内新規２）
駅通り商店街　　　２事業者（内新規１）　　ルルサス会　６事業者（内新規３）
その他　　　　　　３事業者

参考①：直近の事務事業評価
中心市街地の振興及び商店街の連続性を維持し、商店街の集客力及び回遊性の向上を図るため、継続する。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

空き店舗活用促進事業補助金

6

まちづくり防府支援補助金

【事業内容】
中心市街地のにぎわいの創出や商店街のイメージアップを図るため、まちづくり防府

が実施する活性化事業（チャレンジショップ事業、ウルトラＤ繁盛店づくり事業、にぎ
わい創出イベント事業、まちづくり防府運営等）に要する経費の一部を補助する。
〔実施主体：防府商工会議所（まちづくり防府）〕

【実施状況】
　下記の事業に対し、経費の一部を補助した。
　　　　事業名　　　　　　　　　　　事業内容　　　　　　　　　　　　補助額
チャレンジショップ事業　　　　１店舗出店　　　　　　　　　　　　　　600千円
　　　　　　　　　　　　　　　（Ｒａｎ’ｓ　ｄｏｌｌ）
ウルトラＤ繁盛店づくり事業　　３店舗への中小企業診断士による指導　　800千円
　　　　　　　　　　　　　　　（三日月堂珈琲、スーク、みやび商店）
にぎわい創出イベント事業　　　幸せますウィーク等のイベント　　　　1,600千円
　　　　　　　　　　　　　　　ルルサス10周年記念事業
まちづくり防府運営費　　　　　主に事務局人件費　　　　　　　　　　1,600千円

参考①：直近の事務事業評価
中心市街地の賑わいの創出や商店街のイメージアップ、また中心市街地の活性化を図るため、継続する。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案
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予算現額　　　　  77千円

決算額　　　　　138千円

※同目内から流用増　70千円

注１　事務事業評価については、「平成２８年度行政評価調書」より抜粋

注２　金額表示については、千円単位の表示とした。千円未満切捨て
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【事業内容】
中心市街地において、新たに事業所を設置し事業活動を行う事業者に対し、家賃及び

改装費用の一部を補助する。〔実施主体：市〕

【実施状況】
中心市街地で賃借により新たに事業所を設置し、事業所誘致促進補助金の指定申請を

行った事業者に対し、経営診断及び指導を行い、指定審査会において審査し、指定し
た。
指定事業者：Ｋ’ｓ　Ｇｒｏｕｐ

参考①：直近の事務事業評価
中心市街地の賑わいの創出や商店街のイメージアップ、また中心市街地の活性化を図るため、継続する。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

事業所誘致促進事業
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（２）創造的な事業活動

予算現額　　　11,000千円

決算額　　　　11,000千円

予算現額　　　4,600千円

決算額　　　　4,600千円

３ページ　（１）－６参照

予算現額　　　2,500千円

決算額　　　　1,395千円

注１　事務事業評価については、「平成２８年度行政評価調書」より抜粋

注２　金額表示については、千円単位の表示とした。千円未満切捨て

1
〔再掲〕小規模事業経営指導費補助金

１ページ　（１）－１参照

2

3

売れるものづくり支援事業補助金

【事業内容】
中小企業者が取り組む、新商品・新技術の開発及び販路拡大事業に要する経費の一部

を補助する。新商品開発・補助金上限１００万円、販路拡大・補助金上限５０万円（海
外を対象とする場合１００万円）
〔実施主体：市、(公財)山口・防府地域工芸・地場産業振興センター〕

【実施状況】
新商品・新技術の開発及び販路拡大を支援するため、３事業者に対し、経費の一部を

補助した。
　　事業者名　　　　　　　　　商品・技術　　　　　　 補助額　　　 　対象経費
中国電化工業㈱　　　　　　治工具の表面処理技術　　　500千円　　　販路拡大
江泊ブルーベリーハウス　　ブルーベリー寒天　　　　　517千円　　　新商品開発
㈱ＮＩＳＨＩＫＩ　　　　　車エビの贈答品　　　　　　378千円　　　販路拡大

参考①：直近の事務事業評価
創業を含めた中小企業の育成・振興を図るために必要な事業であり、現行の取組を更に深化させる必要があ
る。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

〔再掲〕まちづくり防府支援補助金
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（３）施設又は設備の導入並びに事業活動に有用な技術及び知識の向上

予算現額　　　6,181千円

決算額　　　　5,976千円

予算現額　　　2,500千円

決算額　　　　1,395千円

予算現額　　　10,000千円

決算額　　　　  9,110千円

注１　事務事業評価については、「平成２８年度行政評価調書」より抜粋

注２　金額表示については、千円単位の表示とした。千円未満切捨て

1

防府地域職業訓練センター運営事業

【事業内容】
勤労者、求職者等の職業能力の開発及び向上を図り、もって地域経済の発展に資する

目的で防府地域職業訓練センターを設置した。その管理運営経費。指定管理 平成２６
年度～平成３０年度
〔実施主体：市、指定管理者（㈲ビジネススクール・オカモト）〕

【実施状況】
防府地域の求職者の職業能力開発のため、求職者に対する一般事務等の職業訓練（障

害者訓練を含む。）、パソコン講座等の自主事業及びセミナー・会議等への貸館並びに
施設の維持管理を行った。
防府地域職業訓練センター利用状況　　813件　15,546人
　経費内訳
指定管理料　　　　　　　　　　　　　3,620千円
電子計算機使用料（ＯＡパソコン等）　1,969千円
施設・設備修繕料　　　　　　　　　　　385千円

参考①：直近の事務事業評価
雇用の安定や人材育成に寄与している事業であるため、継続する。指定管理者制度を導入し、コスト削減を
図っている。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

2
〔再掲〕売れるものづくり支援事業補助金

５ページ　（２）－３参照

3

店舗リフォーム助成事業補助金

【事業内容】
防府商工会議所が実施する、中心市街地の店舗改装等にかかる経費の一部を市内共通

商品券で助成する事業に対し、１件当たり工事費の５０%、２０万円を上限に、補助金
を交付する。　〔実施主体：防府商工会議所〕

【実施状況】
助成件数　49件　　補助額　9,110千円　　（工事費総額　28,095千円）

参考①：直近の事務事業評価
地域の活性化に繋がる事業であり市民ニーズも高いが、今後も市が実施すべき事業かどうか検討をする必要
がある。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案
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（４）情報発信の促進及び販路の拡大

予算現額　　　2,500千円

決算額　　　　1,395千円

予算現額　　　4,600千円

決算額　　　　4,600千円

注１　事務事業評価については、「平成２８年度行政評価調書」より抜粋

注２　金額表示については、千円単位の表示とした。千円未満切捨て

（５）交流及び連携の推進並びに事業の共同化のための組織整備

予算現額　　　54,635千円

決算額　　　　52,900千円

予算現額　　　4,600千円

決算額　　　　4,600千円

注１　事務事業評価については、「平成２８年度行政評価調書」より抜粋

注２　金額表示については、千円単位の表示とした。千円未満切捨て

1
〔再掲〕売れるものづくり支援事業補助金

５ページ　（２）－３参照

2
〔再掲〕まちづくり防府支援補助金

３ページ　（１）－６参照

1

地場産業育成経費

【事業内容】
地域資源を活用した新事業の支援、新商品開発事業及び販路開拓事業を展開している

(公財)山口・防府地域工芸・地場産業振興センターの活動に対し必要な助成を行い、地
域産業の育成振興を図る。
〔実施主体：(公財)山口・防府地域工芸・地場産業振興センター〕

【実施状況】
　当該センターに対し、運営管理費及び振興事業費を補助金として交付した。
(公財)山口・防府地域工芸・地場産業振興センター活動内容
1.中小企業者等への助言・相談・指導　　2.販路開拓を目的とした出展支援
3.情報提供（情報誌の発行）　　　　　　4.産品交流フェアの開催
5.講座・セミナー等の開催　　　　　　　6.地場産品の展示・販売
7.施設貸与

参考①：直近の事務事業評価
地場産業の育成振興を図るため、今後も継続する。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

2
〔再掲〕まちづくり防府支援補助金

３ページ　（１）－６参照
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（６）産業集積の活性化

予算現額　　　3,056千円

決算額　　　　2,516千円

予算現額　　　88,063千円

決算額　　　　88,063千円

1

企業立地推進事業

【事業内容】
民間の企業情報を活用しながら、工場等の誘致を推進する。現在は、防府テクノタウ

ン（大和ハウス工業㈱所有・販売）への誘致活動を、企業と協力する形で推進してい
る。　〔実施主体：市〕

【実施状況】
　企業訪問やアンケート調査を実施し、企業情報の収集を行った。
県内外企業延べ174社訪問、県外出張22回
企業アンケート調査の実施
企業情報抽出業務委託（㈱帝国データバンク）等

参考①：直近の事務事業評価
雇用を生み出し、人口増加につながる重要な事業であるため、継続する。防府テクノタウンへの投資需要が
増加している。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

2

工場等設置奨励金

【事業内容】
工場等の新設、増設及び移転を行った企業に対し、固定資産税相当額を３年間交付す

る。　〔実施主体：市〕

【実施状況】
　９事業者に対し、固定資産税の全部又は一部相当額を奨励金として交付した。

参考①：直近の事務事業評価
雇用を生み出し、人口増加につながる重要な事業であるため、継続する。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

  事業者名（指定年月）            
㈱宮本建材（H25.9） 
㈱ブリヂストン（H23.2）                          
防府エネルギーサービス㈱（H25.2）                         
協和発酵バイオ㈱（H25.11）                         
マツダ㈱（H26.7）                              
㈱サンメック（H24.1）                                 

㈱ベルポリエステルプロダクツ（H25.4）                              
協和発酵バイオ㈱（H25.3） 

㈱サンメック（H25.2）       

交付額 
 583千円 

1,059千円 
24,965千円 

4,007千円 
12,400千円 

4,554千円 

12,155千円 
20,086千円 

8,254千円 

設置種別 
増設 
増設 
増設 
増設 
増設 
増設 

増設 
増設 

増設 
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予算現額　　　1,000千円

決算額　　　　1,000千円

予算現額　　　3,000千円

決算額　　　　4,309千円

※同目内から流用増　1,778千円

予算現額　      　  77千円

決算額　　　　　138千円

※同目内から流用増　70千円

3

雇用奨励金

【事業内容】
工場等の新設、増設及び移転を行った企業が、本市に住所を有する従業員を新たに５

人（中小企業にあっては２人）以上雇用した場合、１人当たり４０万円（新卒者の場合
は５０万円）を奨励金として交付する。　〔実施主体：市〕

【実施状況】
市内に工場等を増設した１つの事業者が、新たに常時雇用従業員を雇用したため、奨

励金を交付した。
　　　　事業者名　　　　　新規雇用人数　　内新卒者　　　　交付額
防府エネルギーサービス㈱　　　２人　　　　　２人　　　　1,000千円

参考①：直近の事務事業評価
雇用を生み出し、人口増加につながる重要な事業であるため、継続する。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

4

３ページ　（１）－５参照

5

４ページ　（１）－７参照

〔再掲〕空き店舗活用促進事業補助金

〔再掲〕事業所誘致促進事業
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予算現額　　　7,788千円

決算額　　　　7,633千円

注１　事務事業評価については、「平成２８年度行政評価調書」より抜粋

注２　金額表示については、千円単位の表示とした。千円未満切捨て

6

サテライトオフィス誘致事業

【事業内容】
ルルサス防府を中心とする中心市街地へのサテライトオフィスの誘致を推進するた

め、防府地域振興㈱が実施する誘致プロモーションと、誘致対象企業の経営等支援のた
めのインターネットクラウド環境構築などに要する経費を補助する。防府地域振興㈱、
防府市、ＮＴＴ西日本の３者が協力協定を結び、インターネットクラウド環境の無償提
供も含んだ誘致プロモーションを行う。〔実施主体：防府地域振興㈱〕

【実施状況】
ＩＴ企業等のサテライトオフィス等の誘致を推進するため、防府地域振興㈱が実施す

るインターネットクラウド環境構築及び誘致プロモーションなどに要する経費の一部を
補助した。また、大都市圏で開催されたＩＴ関連の展示会への出展及び本市へのサテラ
イトオフィス進出を検討する企業のお試し訪問を実施した。
サテライトオフィス進出企業　　２社

参考①：直近の事務事業評価
中心市街地の賑わいの創出や商店街のイメージアップ、また中心市街地の活性化を図るため、継続する。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案
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（７）従業員の雇用環境の整備、雇用の維持及び創出並びに人材の育成

予算現額　　　12,447千円

決算額　　　　12,345千円

予算現額　　　6,181千円

決算額　　　　5,976千円

予算現額　　　4,740千円

決算額　　　　4,700千円

1

女性の活躍応援・人材確保支援事業

【事業内容】
働くことに意欲のある女性の就職支援と、市内企業における男女ともに働きやすい職

場環境の整備促進を一体的に取り組み、本市における「働き方改革」を推進する。
〔実施主体：市、ＮＰＯコミュニティ友志会、㈱マイナビ福岡支社〕

【実施状況】
防府市働き方改革推進協議会を開催し、委員の意見をいただきながら、働きやすい職

場づくりにおいて一定以上のレベルを満たす企業を認定する制度を創設した。
働き方改革推進協議会経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　66千円
働きたい女性の就職支援に関する実態調査　　　　　　　　　　　　　　　3,799千円
　委託先：ＮＰＯコミュニティ友志会
市内企業を対象とした人材確保の取組みに関する実態調査及び制度設計　　8,478千円
　委託先：㈱マイナビ福岡支社

参考①：直近の事務事業評価
女性の就労支援と男女ともに働きやすい職場整備の促進を一体的に実施していくために必要な事業である。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

2
〔再掲〕防府地域職業訓練センター運営事業

６ページ　（３）－１参照

3

若者の職場定着推進事業

【事業内容】
若者の早期離職を防止するため、採用・育成・定着支援を加味した相談や研修業務を

実施し、若者の職場定着と中小・地場企業の活性化に取り組む。ＮＰＯへの委託事業
〔実施主体：ＮＰＯコミュニティ友志会〕

【実施状況】
若者の雇用の安定を図ることを目的に、市内の中小・地場企業に勤務する若者の職場

定着を支援するため、ＮＰＯコミュニティ友志会が従業員や経営者向けのセミナーや研
修、個別相談等の事業を行った。
支援事業者　22社　　支援者数　41人

参考①：直近の事務事業評価
市内高校生、県内大学生を対象とした取組の拡充と情報バンク制度の早期確立と登録促進に向けた取組が求
められる。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案
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予算現額　　　　927千円

決算額　　　　　920千円

予算現額　　　　　52千円

決算額　　　　　　47千円

予算現額　　　　　28千円

決算額　　　　　　　  0円

4

中小企業退職金共済制度補助金

【事業内容】
中小企業退職金共済及び特定退職金共済の掛金の一部（月額500円×12か月×対象

者数）を市が補助する。
〔実施主体：勤労者退職金共済機構、全国中小企業共済財団〕

【実施状況】
新規加入事業所　29社　　人数　304人　　補助額　920千円

参考①：直近の事務事業評価
勤労者の福祉向上を目的として、各種制度の普及促進に努めているため、継続する。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

5

労働福祉施設借上助成金

【事業内容】
市内の労働組合（防府地域労働組合総連合及び連合山口県央地域協議会防府地区会

議）が業務のために市内にある公共施設等を借りた場合に、使用料の一部を助成する。
〔実施主体：市〕

【実施状況】
防府地域労働組合総連合及び連合山口県央地域協議会防府地区会議に対し、公共施設

の施設利用料及び冷暖房費の一部を助成した。
防府地域労働組合総連合　　　　　　　　10千円
連合山口県央地域協議会防府地区会議　　37千円

参考①：直近の事務事業評価
勤労者の福祉向上を目的として、各種制度の普及促進に努めているため、継続する。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

6

労働教育事業助成金

【事業内容】
防府地区労働者福祉協議会が労働福祉セミナーを開催する際、費用の一部を助成す

る。　〔実施主体：市〕

【実施状況】
　セミナーの開催実績がなく、助成金の申請はなかった。

参考①：直近の事務事業評価
勤労者の福祉向上を目的として、各種制度の普及促進に努めているため、継続する。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案
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予算現額　　　1,124千円

決算額　　　　1,123千円

予算現額　　　 15,000千円

決算額　　　　 15,000千円

予算現額　　　1,000千円

決算額　　　　　  60千円

7

勤労者団体助成金

【事業内容】
市内の労働組合（防府地域労働組合総連合及び連合山口県央地域協議会防府地区会

議）に対し運営経費の一部を、組合員数の割合に応じ助成する。
〔実施主体：市〕

【実施状況】
防府地域労働組合総連合及び連合山口県央地域協議会防府地区会議に対し、運営経費

の一部を助成した。
防府地域労働組合総連合　　　　　　　　255千円
連合山口県央地域協議会防府地区会議　　868千円

参考①：直近の事務事業評価
勤労者の福祉向上を目的として、各種制度の普及促進に努めているため、継続する。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

8

勤労者持家促進資金預託金

【事業内容】
市内の勤労者住宅の建設を促進し、勤労意欲の向上を図り、勤労者の生活安定に資す

るため、中国労働金庫に対して原資の預託を行う。　〔実施主体：市〕

【実施状況】
　中国労働金庫に対し、勤労者持家促進資金の原資の預託を行った。

参考①：直近の事務事業評価
勤労者の福祉向上を目的として、各種制度の普及促進に努めているため、継続する。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

9

中小企業勤労者小口資金及び離職者緊急対策資
金預託金

【事業内容】
中小企業に勤務する労働者の生活安定に資するため、また、離職者の生活安定に資す

るため、中国労働金庫に対して原資の預託を行う。　〔実施主体：市〕

【実施状況】
中国労働金庫に対し、中小企業勤労者小口資金及び離職者緊急対策資金の原資の預託

を行った。

参考①：直近の事務事業評価
勤労者の福祉向上を目的として、各種制度の普及促進に努めているため、継続する。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案
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予算現額　　　6,000千円

決算額　　　　6,000千円

予算現額　　　2,000千円

決算額　　　　2,000千円

10

勤労者融資資金預託金

【事業内容】
市内の中小企業に勤務する労働者の生活安定に資するため、中国労働金庫に対して原

資の預託を行う。　〔実施主体：市〕

【実施状況】
　中国労働金庫に対し、勤労者融資資金の原資の預託を行った。

参考①：直近の事務事業評価
勤労者の福祉向上を目的として、各種制度の普及促進に努めているため、継続する。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

11

若者就業機会拡大事業

【事業内容】
企業情報誌や企業情報検索サイトを活用し、市内企業の魅力や特長を発信するととも

に、高校生を対象としたキャリア教育イベントを実施し、市内企業の魅力や企業情報を
発信する。　〔実施主体：市、防府商工会議所〕

【実施状況】
若者の市内企業への理解を深めるため及び地元定着を促進するため、情報発信事業及

びキャリヤ教育イベントを行った。
企業情報誌Ｈｏｆｕｌｌの配布、企業情報検索サイトの運用管理
企業紹介動画の制作
若者地元定着セミナーの開催（8/24）

参考①：直近の事務事業評価
市内高校生、県内大学生を対象とした取組の拡充と情報バンク制度の早期確立と登録促進に向けた取組が求
められる。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案
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予算現額　　　　358千円

決算額　　　　　395千円

※同目内から流用増　61千円

注１　事務事業評価については、「平成２８年度行政評価調書」より抜粋

注２　金額表示については、千円単位の表示とした。千円未満切捨て

12

【事業内容】
防府市中小企業振興会議が主体となり、著名な経営者等を講師として招き、商売での

成功体験を中小企業者に伝え、励ましを与えるフォーラムを開催する。
〔実施主体：防府市中小企業振興会議、市〕

【実施状況】
富士市産業支援センターｆ－Ｂｉｚセンター長、小出宗昭氏を講師に招き、中小企業

支援の成功事例を本市中小企業者等に伝え、励ましを与えるフォーラムを開催した。
開催日時　　平成２８年１１月１９日（土）　１３時３０分～１５時３０分
会　　場　　デザインプラザＨＯＦＵ２階イベントホール
参加者数　　５０名（中小企業者、中小企業支援機関、金融機関、一般等）

参考①：直近の事務事業評価
創業を含めた中小企業の育成・振興を図るために必要な事業であり、現行の取組を更に深化させる必要があ
る。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

中小企業フォーラム開催経費
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（８）資金調達の円滑化

予算現額　　　88,063千円

決算額　　　　88,063千円

予算現額　　　1,000千円

決算額　　　　1,000千円

予算現額　　　50,792千円

決算額　　　   49,288千円

予算現額　　　15,532千円

決算額　　　　11,879千円

1
〔再掲〕工場等設置奨励金

８ページ　（６）－２参照

2
〔再掲〕雇用奨励金

９ページ　（６）－３参照

3

用地取得奨励金

【事業内容】
工場等の新設、増設を行った企業に対し、用地の購入費用（購入価格又は鑑定評価額

のいずれか低い額）及び事業用地の造成費用の合計額に、100分の30を乗じて得た額
を交付する。限度額２億円　〔実施主体：市〕

【実施状況】
　工場の新設、増設を行った３事業者に対し、用地の購入費用の一部を補助した。
　　事業者名　　　　　　 　交付額　　　　  種別
㈱山工　　　　　　　　　14,777千円　　　増設
㈲エフケイケイ物流　　　16,633千円　　　新設
柚野産業㈲　　　　　　　17,878千円　　　増設

参考①：直近の事務事業評価
雇用を生み出し、人口増加につながる重要な事業であるため、継続する。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

4

中小企業振興資金保証料補給金

【事業内容】
市内の中小企業者に対する金融の円滑化を図るため、市制度融資の信用保証料を全額

補給する。　〔実施主体：市〕

【実施状況】
　市制度融資を利用した中小企業者に対し、信用保証料の全額補給を行った。
補給実績　件数 124件　　補給額 11,879千円　　（保証総額 499,718千円）

参考①：直近の事務事業評価
創業を含めた中小企業の育成・振興を図るために必要な事業であり、現行の取組を更に深化させる必要があ
る。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案
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予算現額　　394,836千円

決算額　　　238,354千円

予算現額　　　60,000千円

決算額　　　　60,000千円

注１　事務事業評価については、「平成２８年度行政評価調書」より抜粋

注２　金額表示については、千円単位の表示とした。千円未満切捨て

【実施状況】
　市内各金融機関に預託する金融原資を、防府商工会議所に貸し付けた。
金融機関預託額
東山口信用金庫　　 121,464千円　　　㈱広島銀行　　　　　 2,000千円
㈱山口銀行　　 　 　59,256千円　　　㈱もみじ銀行　　　　2,000千円
㈱西京銀行　　 　 　49,159千円　　　萩山口信用金庫　　　4,475千円

参考①：直近の事務事業評価
創業を含めた中小企業の育成・振興を図るために必要な事業であり、現行の取組を更に深化させる必要があ
る。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案

6

商工組合中央金庫預託金

【事業内容】
市内の中小企業団体等及びその構成員に対する事業資金の調達を円滑にするため、㈱

商工組合中央金庫に対して原資の預託を行う。　〔実施主体：市〕

【実施状況】
　事業資金融資のため、融資原資として㈱商工組合中央金庫に預託した。

参考①：直近の事務事業評価
創業を含めた中小企業の育成・振興を図るために必要な事業であり、現行の取組を更に深化させる必要があ
る。

参考②：今後の施策推進に対する中小企業振興会議委員からの提案
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中小企業振興資金貸付金

【事業内容】
市内の中小企業者に対する運転資金や設備資金等の融資の円滑化を図るため、防府商

工会議所に対して資金の貸付けを行う。防府商工会議所は、これを原資として、市が指
定する金融機関に預託する。　〔実施主体：市〕
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