
平成３０年度中小企業振興施策（案）について

（１）経営の革新、創業及び承継

平成29年度予算額　　11,000千円

平成30年度予算額　　11,000千円

平成29年度予算額　　6,500千円

平成30年度予算額　　6,500千円

平成29年度予算額　　1,000千円

平成30年度予算額　　1,000千円

平成29年度予算額　　10,318千円

平成30年度予算額　　10,261千円

平成29年度予算額　　6,117千円

平成30年度予算額　　4,900千円

平成29年度予算額　　4,300千円

平成30年度予算額　　3,700千円
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（まちづくり防府運営費、繁盛店づくり事業、にぎわい創出イベ
ント事業等）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）〕

5

空き店舗活用促進事業補助金

6

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〕

【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）〕

3

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〕

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るため、インキュベーション施設の運営及びインキュベーション
マネージャーによる支援等を行う。　〔実施主体：市〕

【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〕

2

創業支援補助金

1



平成29年度予算額　　2,700千円

平成30年度予算額　　4,400千円

（２）創造的な事業活動

平成29年度予算額　　11,000千円

平成30年度予算額　　11,000千円

平成29年度予算額　　4,300千円

平成30年度予算額　　3,700千円

（１）－６参照

平成29年度予算額　　3,000千円

平成30年度予算額　　3,000千円

7

事業所誘致促進補助金

〔再掲〕まちづくり防府支援補助金

【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。防府商工会議所の経営診断が必要　〔実施主体：市〕

3

売れるものづくり支援事業補助金

1
〔再掲〕小規模事業経営指導費補助金

（１）－１参照

2

【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〕

2



（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

平成29年度予算額　　8,897千円

平成30年度予算額　　7,875千円

平成29年度予算額　　468千円

平成30年度予算額　　500千円

平成29年度予算額　　3,000千円

平成30年度予算額　　3,000千円

平成29年度予算額　　11,000千円

平成30年度予算額　　11,000千円

（４）情報発信の促進及び販路の拡大

平成29年度予算額　　3,000千円

平成30年度予算額　　3,000千円

平成29年度予算額　　4,300千円

平成30年度予算額　　3,700千円2

店舗リフォーム助成事業補助金

（２）－３参照

〔再掲〕まちづくり防府支援補助金

（２）－３参照

〔再掲〕売れるものづくり支援事業補助金

（１）－６参照

2

中小企業フォーラム開催経費

3

【事業内容】
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

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

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）〕

4 【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〕

1
〔再掲〕売れるものづくり支援事業補助金

3



（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

平成29年度予算額　　50,000千円

平成30年度予算額　　49,000千円

平成29年度予算額　　4,300千円

平成30年度予算額　　3,700千円

（６）産業集積の活性化

平成29年度予算額　　3,759千円

平成30年度予算額　   4,184千円

平成29年度予算額  222,238千円

平成30年度予算額  140,430千円

平成29年度予算額　　6,117千円

平成30年度予算額　　4,900千円

平成29年度予算額　　2,700千円

平成30年度予算額　　4,400千円

2
〔再掲〕まちづくり防府支援補助金

（１）－６参照

1

企業立地推進事業

【事業内容】
民間の企業情報を活用し、進出希望企業の把握に努めるとともに、企業訪問やアン

ケート調査を行うことにより、企業の進出ニーズの把握に努める。また、各種奨励制度
の紹介や民間の未利用地情報の提供等を行うことにより、企業立地を推進する。
〔実施主体：市〕

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〕

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（移転にあって

は２分の１相当額）を３年間交付する。　〔実施主体：市〕

3
〔再掲〕空き店舗活用促進事業補助金

（１）－５参照

4
〔再掲〕事業所誘致促進補助金

（１）－７参照

4



平成29年度予算額　　1,800千円

平成30年度予算額　　1,800千円

平成30年度予算額　　12,429千円

（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

平成29年度予算額　　62,195千円

平成30年度予算額　　48,776千円

平成29年度予算額　　8,897千円

平成30年度予算額　　7,875千円

平成29年度予算額　　4,700千円

平成30年度予算額　　3,620千円

1

女性の活躍応援・人材確保支援事業

【事業内容】
防府市働き方改革推進協議会で意見をいただきながら、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〕

6

サテライトオフィス誘致事業費補助金

【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㈱〕

2
〔再掲〕防府地域職業訓練センター運営事業

（３）－１参照

3

若者職場定着推進支援事業

【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〕

7

〔新〕中心市街地活性化事業

【事業内容】
魅力ある都市核の形成を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地活性化基本計

画の策定を進めるとともに、各種事業の実施等により中心市街地の活性化を図る。
　(1)中心市街地活性化基本計画策定
　(2)中心市街地活性化協議会支援補助金
　(3)中心市街地活性化事業補助金
〔所管：土木都市建設部都市計画課〕

5



平成29年度予算額　　2,000千円

平成30年度予算額　　2,000千円

平成29年度予算額　　995千円

平成30年度予算額　　390千円

平成29年度予算額　　48千円

平成30年度予算額　　48千円

平成29年度予算額　　1,168千円

平成30年度予算額　　1,195千円

平成29年度予算額　　15,000千円

平成30年度予算額　　15,000千円

平成29年度予算額　　1,000千円

平成30年度予算額　   　950千円

5

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〕

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〕

6

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〕

4

若者就業機会拡大事業（Ｈｏｆｕｌｌ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、高校生等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〕

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〕

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〕

7

6



平成29年度予算額　　6,000千円

平成30年度予算額　　6,000千円

平成29年度予算額　　468千円

平成30年度予算額　　500千円

平成29年度予算額　　100千円

平成30年度予算額　　  50千円

（８）資金調達の円滑化

平成29年度予算額  222,238千円

平成30年度予算額  140,430千円

平成29年度予算額　　           0円

平成30年度予算額     72,609千円

平成29年度予算額　　19,993千円

平成30年度予算額　　21,421千円

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〕

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〕

2

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。　〔実施主体：市〕

1
〔再掲〕工場等設置奨励金

（６）－２参照

12

中小企業人材育成支援事業補助金

【事業内容】
中小企業大学校で実施する研修に社員等を派遣する中小企業者に対し、受講料の一部

（１０分の１、上限額１万円）を補助する。　〔実施主体：市〕

3

11
〔再掲〕中小企業フォーラム開催経費

（３）－２参照
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平成29年度予算額　389,110千円

平成30年度予算額　386,049千円

平成29年度予算額　　60,000千円

平成30年度予算額　　60,000千円

5

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〕

4

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〕

8


