
平成２９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　　　6,500千円

決算額　　　　5,659千円
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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１２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
ワイ・トラスト　　　　　　　　　　  ,853千円　　 427千円　　   開設・販売促進
Ｒｅｓｏｌｖｅ　　　　　　　　　　  ,946千円　 　473千円　　　開設・販売促進
Ｒｏｃｃａｍ　　　　　　　　　　　5,058千円　　 500千円　　　開設
Ｃａｎｖａｓ　　　　　　　　　　　2,011千円　　 500千円　　　開設
Ｂｒａｎｃｈｅ　　　　　　　　　　1,858千円　　 500千円　　　開設
万事整骨院　　　　　　　　　　　　1,565千円　　 500千円　　　開設・販売促進
ＭａＲＵ。ＨＡＩＲ　　　　　　　　2,911千円　　 500千円　　　開設
Ｒａｎ’ｓ　ｄｏｌｌ　　　　　　　  ,519千円　 　260千円　　   開設・販売促進
シジュウカラ薬局　　　　　　　　　1,000千円　　 500千円　　　開設
Ｇｉｌｌ　ｈａｉｒ　　　　　　　　2,040千円　 　500千円         開設
とよかわ動物病院　　　　　　　　　3,775千円　　 500千円　　　開設
きらら地域ブランド印刷　　　　　　2,421千円　　 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、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

創業支援補助金

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、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

1



予算現額　　　1,000千円

決算額　　　　　524千円

予算現額　　　10,318千円

決算額　　　　10,266千円

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　　　１2人
相談件数　　３４２件　　　　　セミナー参加者数　２７７人
コワーキングスペース利用者数　　９４７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、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
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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・創業セミナー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
ビジネスプランコンテストに対し、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、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

 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  

参加者数 
 ２0人 
 13人 

  4人 
 42人 

  

 補助額 
191千円 
267千円 

 25千円 
 41千円 

  

        開催日 
 8/ 3～  9/28(11回) 
 10/29～12/   3(  6回) 

 3/17 
 10/27 
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予算現額　　　4,117千円

決算額　　　　2,777千円

予算現額　　　4,300千円

決算額　　　　4,300千円
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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　　　　２店舗出店　　　　　　　　　　　　　　600千円
　　　　　　　　　　　　　　　（フリースペースいろ・ＩＲＯ、
　　　　　　　　　　　　　　　 ＷｏｒｋＳｈｏｐＫ）
ウルトラＤ繁盛店づくり事業　　４店舗への中小企業診断士による指導　　800千円
　　　　　　　　　　　　　　　（スマイルほうふ、ＳＰＩＣＹｓＡｎＡｅ、
　　　　　　　　　　　　　　　 アメリカ雑貨菊屋、すてき空間カモミール）
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　　　　1,300千円
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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【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】
　１１事業者に対し、家賃の一部を補助した。（平成２９年度新規申請　４事業者）
商店街別出店状況
天神町銀座商店街　２事業者（内新規１）　駅通り商店街　１事業者
ルルサス会　５事業者（内新規２）　　　　その他　３事業者（内新規１）

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
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予算現額　　　　2,700千円

決算額　　　　　2,700千円

注１　事務事業評価については、「平成２９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。四捨五入
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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する指定事業者に対し、改装費及び家賃

の一部を補助しました。
　指定事業者　　　　　　　改装費補助　　　　　家賃補助
Ｋ’ｓ　Ｇｒｏｕｐ　　　　　500千円　　　　　　2,200千円

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

事業所誘致促進補助金
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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　　　 4,300千円

決算額　　　 　4,300千円

３ページ　（１）－６参照

予算現額　　　 3,000千円

決算額　　   　 2,794千円

注１　事務事業評価については、「平成２９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。四捨五入

〔再掲〕まちづくり防府支援補助金

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、６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
三日月堂珈琲　　　自家焙煎ドリップパック珈琲　　　119千円　　新商品開発
ユアブランド㈱　　オリジナルカーの部品　　　　　1,000千円　　新商品開発
中国電化工業㈱　　特殊アルマイト皮膜技術　　　　　500千円　　販路拡大
アボンコーポレーション㈱　増殖礁「鋳海衛」　　　　500千円　　販路拡大
㈲猪俣製麺　　　　分割冷凍めん　　　　　　　　　　175千円　　販路拡大
原田㈱　　　　　　オーダーユニフォーム　　　　　　500千円　　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、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
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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　　　8,897千円

決算額　　　　8,066千円

予算現額　　 　3,000千円

決算額　 　　　2,794千円

予算現額　　 　11,000千円

決算額　　　　10,402千円

注１　事務事業評価については、「平成２９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。四捨五入

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、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　58件　　補助額　10,402千円　　（工事費総額　38,110千円）

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

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　　766件　14,175人
　経費内訳
指定管理料　　　　　　　　　　　　　3,621千円
電子計算機使用料（ＯＡパソコン等）　1,970千円
施設・設備修繕料　　　　　　　　　　　　99千円
工事請負費（トイレ改修等）　　　　　2,376千円

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
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（４）情報発信の促進及び販路の拡大

予算現額　　　3,000千円

決算額　　　　2,794千円

予算現額　　　4,300千円

決算額　　　　4,300千円

注１　事務事業評価については、「平成２９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。四捨五入

（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　　　50,000千円

決算額　　　　48,800千円

予算現額　　 　4,300千円

決算額　　　　 4,300千円

注１　事務事業評価については、「平成２９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。四捨五入

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

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
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（６）産業集積の活性化

予算現額　　　3,205千円

決算額　　　　3,114千円

予算現額　　219,570千円

決算額　　　219,570千円

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】
　１２事業者に対し、固定資産税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

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188社訪問、県外出張25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

  事業者名（指定年月）            
㈱キーレックス（H25.2） 
防府エネルギーサービス㈱（H25.2）                         
協和発酵バイオ㈱（H25.3）                         
㈱ベルポリエステルプロダクツ（H25.4）                              
㈱宮本建材（Ｈ25.9） 
協和発酵バイオ㈱（Ｈ25.11） 
協和発酵バイオ㈱（Ｈ26.1） 
マツダ㈱（H26.7）                              
協和発酵バイオ㈱（H27.3） 
協和発酵バイオ㈱（H27.3） 
防府エネルギーサービス㈱（Ｈ27.4） 
防府第二パワーステーション㈱（Ｈ27.4）       

交付額 
 6,352千円 

21,449千円 
16,062千円 

9,801千円 
551千円 

3,542千円 

7,239千円 
9,688千円 

36,409千円 
9,744千円 
1,139千円 

97,594千円 

設置種別 
増設 
増設 
増設 
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　　　 3,200千円

決算額　　　 　3,200千円

予算現額　 　　4,117千円

決算額　　　 　2,777千円

予算現額　 　　2,700千円

決算額　　 　　2,700千円

予算現額　　　2,385千円

決算額　　　　2,116千円

注１　事務事業評価については、「平成２９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。四捨五入

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

る誘致プロモーション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Ｉ
Ｔ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。

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

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〕事業所誘致促進補助金

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３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
㈱山工　　　　　　　　　２人　　　　　  0人　　　　  800千円
㈲エフケイケイ物流　　　4人　　　　　　0人　　　　1,600千円
柚野産業㈲　　　　　　　2人　　　　　　0人　　　　　800千円

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
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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　　　56,176千円

決算額　　　　55,368千円

予算現額　 　　8,897千円

決算額　　　 　8,066千円

予算現額　　 　4,700千円

決算額　　 　　4,700千円

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。
〔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。
支援対象者数　26人

参考①：直近の事務事業評価
雇用の安定は、市民ニーズが高いため、事業を継続する。

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

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、働きたいとい
う意欲に反して行動を起こせないでいる女性を後押しし、相談から企業とのマッチング
まで伴走型の支援を行う「ほうふ女性しごと応援テラス」をイオン防府店内に設置し
た。また、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「ほうふ幸せます働き方推進企業」の運用を開始した。
働き方改革推進協議会経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　31千円
働きたい女性の就職支援事業業務委託料 32,044千
円
　委託先：ＮＰＯコミュニティ友志会
建物借上料（イオン防府店）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,293千円
働き方改革推進支援業務委託料 21,000千
円
参考①：直近の事務事業評価
女性の就労支援と誰もが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
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予算現額　　　 　988千円

決算額　　　　 　879千円

予算現額　　　　　55千円

決算額　　　　　　55千円

予算現額　　　　　28千円

決算額　　　　　　　  0円

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
助成金の申請がない状態が継続しているため、廃止する。

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　　45千円

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

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　31社　　人数　295人　　補助額　879千円

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
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予算現額　　　1,168千円

決算額　　　　1,168千円

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　　　　　310千円

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

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

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　　913千円

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
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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

予算現額　　　　100千円

決算額　　 　　　　5千円

注１　事務事業評価については、「平成２９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。四捨五入

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
若者地元定着セミナーの開催（10/16）

参考①：直近の事務事業評価
雇用の安定は、市民ニーズが高いため、事業を継続する。

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

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

12

【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〕

【実施状況】
中小企業大学校での研修に社員等を派遣した中小企業者に対して受講料の一部を補助し
ました。
　　事業者名　　　　　　交付額
三田尻化学工業㈱　　　　5千円

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、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

中小企業人材育成支援事業補助金
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（８）資金調達の円滑化

予算現額　　　219,570千円

決算額　　　　219,570千円

予算現額　　   　3,200千円

決算額　　   　　3,200千円

予算現額　　 　19,993千円

決算額　 　　　15,019千円

予算現額　 　389,110千円

決算額　　 　257,204千円

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〕

【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　　 130,259千円　　　㈱広島銀行　　　　　 2,000千円
㈱山口銀行　　 　 　59,442千円　　　㈱もみじ銀行　　　　2,864千円
㈱西京銀行　　 　 　58,966千円　　　萩山口信用金庫　　　3,673千円

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、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

3

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 131件　　補給額 15,019千円　　（保証総額 588,810千円）

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、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

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
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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２９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。四捨五入

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〕

【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、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
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