
平成３１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30年度予算額　　　　－

平成31年度予算額　　27,907千円

平成30年度予算額　　　－

平成31年度予算額　　2,602千円

平成30年度予算額　　　　－

平成31年度予算額　　8,030千円

平成30年度予算額　　　　－

平成31年度予算額　　4,000千円

【事業内容】
商店街等への一定の集客力と回遊性の向上が見込めるイベントに対して、開催経費の

一部を補助する。
〔実施主体：市〕

4

1

【新規】チャレンジほうふ中小企業成長発展事
業

【事業内容】
中小企業者等の多様な経営課題の解決を図るため、新たに「（仮称）防府市中小企業

サポートセンター」を設置し、市・防府商工会議所・金融機関等が一体となって中小企
業支援に取り組む。
〔実施主体：防府商工会議所〕
・創業から事業安定期までの相談対応
・売上向上、新事業創出などの専門的な相談対応
・創業塾・セミナー等の実施
・国・県・市等の各種支援制度の一元化と情報提供
・市内企業の経営資源の情報提供　　等

【事業内容】
起業家の事業内容の幅広い周知及び応援者（寄附者）の獲得ができるクラウドファン

ディング型ふるさと納税を活用して、ふるさと納税を募り、市が上乗せして起業家の事
業立ち上げ時の経費を支援する。
〔実施主体：市〕

3

【新規】ふるさと起業家支援事業

【新規】小規模企業者育成支援事業

【事業内容】
防府商工会議所中小企業相談所が行う小規模企業者育成支援事業に対し、事業費の一

部を補助する。
〔実施主体：防府商工会議所〕

2

【新規】商店街等イベント支援事業

1



平成30年度予算額　　　　－

平成31年度予算額　406,530千円

平成30年度予算額　　　　－

平成31年度予算額　　15,390千円

5

【新規】中小企業振興資金融資事業
（防府市中小企業振興資金）

【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。

また、「がんばる中小企業応援資金」を創設し、中心市街地における空き店舗等のリ
ノベーションや、創業者・事業承継者へ金融支援を行う。
〔実施主体：市〕
「がんばる中小企業応援資金」
（１）中心市街地活性化リノベーション資金
　　　中心市街地の空き店舗等へ出店する場合の改修費等への融資
（２）新規開業資金
　　　融資限度額を750万円から1,250万円に拡大
（３）事業承継サポート資金
　　　事業承継の際に必要となる費用等への融資

6

【新規】信用保証料軽減事業
（防府市中小企業振興資金）

【事業内容】
市制度融資の信用保証料の軽減を行う。特に、創業者・事業承継者・中心市街地への

出店者への支援を充実するため、下記資金については信用保証料の全額を軽減する。
〔実施主体：市〕
（１）中心市街地活性化リノベーション資金
（２）新規開業資金
（３）事業承継サポート資金
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（２）創造的な事業活動

平成30年度予算額　　　　－

平成31年度予算額　　27,907千円

平成30年度予算額　　　－

平成31年度予算額　　 2,602千円

平成30年度予算額　　　－

平成31年度予算額　 　2,682千円

3

【新規】ほうふ産品販路開拓支援事業

1

〔再掲〕【新規】チャレンジほうふ中小企業成
長発展事業

（１）－１参照

2
〔再掲〕【新規】小規模企業者育成支援事業

（１）－２参照

【事業内容】
地場産品の販路開拓を図るため、山口県及び地域商社やまぐち㈱と連携し、がんばる

中小企業者等の新商品の開発及び大都市圏への売り込みを支援する。
〔実施主体：市〕
（1）セミナーの開催
（２）販路開拓支援補助金
　　　問屋系展示会への出展に係る経費の一部を補助
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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

平成30年度予算額　　7,875千円

平成31年度予算額　　5,532千円

平成30年度予算額　　500千円

平成31年度予算額　　500千円

平成30年度予算額　　　　－

平成31年度予算額　　27,907千円

平成30年度予算額　　　－

平成31年度予算額　 　2,602千円

平成30年度予算額　　　－

平成31年度予算額 　　2,682千円

〔再掲〕【新規】小規模企業者育成支援事業

（１）－２参照

5

【事業内容】
中小企業振興会議が主体となり、中小企業者等の経営課題に関す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〕

3

〔再掲〕【新規】チャレンジほうふ中小企業成
長発展事業

（１）－１参照

4

（２）－３参照

〔再掲〕【新規】ほうふ産品販路開拓支援事業

2

中小企業フォーラム開催経費

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３１年度～平成３５年度
〔実施主体：市、指定管理者（㈲ビジネススクール・オカモト）〕
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（４）情報発信の促進及び販路の拡大

平成30年度予算額　　　－

平成31年度予算額　　2,682千円

平成30年度予算額　　　　－

平成31年度予算額　　27,907千円

（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30年度予算額　　49,000千円

平成31年度予算額　　46,000千円

平成30年度予算額　　　　－

平成31年度予算額　　27,907千円

2

2

〔再掲〕【新規】チャレンジほうふ中小企業成
長発展事業

（１）－１参照

1

地場産業育成経費

【事業内容】
(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〕

1
〔再掲〕【新規】ほうふ産品販路開拓支援事業

（２）－３参照

〔再掲〕【新規】チャレンジほうふ中小企業成
長発展事業

（１）－１参照
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（６）産業集積の活性化

平成30年度予算額　　4,184千円

平成31年度予算額　   4,128千円

平成30年度予算額  213,039千円

平成31年度予算額  509,130千円

平成30年度予算額　　　　－

平成31年度予算額　　4,000千円

平成30年度予算額　　　　－

平成31年度予算額　406,530千円

平成30年度予算額　　　　－

平成31年度予算額　　15,390千円

平成30年度予算額　　12,429千円

平成31年度予算額　 　 6,048千円

【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、山口県等関係
機関と連携して企業誘致活動を行うことにより、企業立地を推進する。
〔実施主体：市〕

1

4

企業立地推進事業

2

工場等設置奨励制度

【事業内容】
防府市工場等設置奨励条例に基づき、工場新設・増設等にかかる企業の設備投資等の

費用の一部を補助する。
〔実施主体：市〕

3
〔再掲〕【新規】商店街等イベント支援事業

（１）－4参照

〔再掲〕【新規】中小企業振興資金融資事業
（防府市中小企業振興資金）

（１）－５参照

5

〔再掲〕【新規】信用保証料軽減事業
（防府市中小企業振興資金）

（１）－６参照

6

中心市街地活性化事業

【事業内容】
　魅力ある都市核の形成と持続可能なまちづくりを計画的に進める。
　(1)中心市街地活性化協議会支援補助金
　(2)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〕
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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

平成30年度予算額　　　　－

平成31年度予算額　　4,534千円

平成30年度予算額　　　　－

平成31年度予算額　　1,500千円

平成30年度予算額　　　　－

平成31年度予算額　　6,800千円

平成30年度予算額　　7,875千円

平成31年度予算額　　5,532千円

平成30年度予算額　　390千円

平成31年度予算額　　420千円

1

【新規】人財活躍応援事業

【事業内容】
多様な人材が、意欲と能力に応じて多様な就業機会にチャレンジできるよう国・県の

関係機関と連携した就職支援を行う。
〔実施主体：市〕
（１）ほうふしごと応援事業
（２）女性のキャリア形成支援事業

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〕

3

【新規】企業の魅力発信事業

【事業内容】
「ほうふ幸せます働き方推進企業認定制度」の運用をとおして、本市における働き方

改革を推進するとともに、働き方改革に取り組む企業の魅力を発信することにより、若
者等の地元定着を図る。
〔実施主体：市〕
（１）認定企業の働きやすい職場づくりへの取組に係る費用の一部を補助
（２）若者を対象とした各種情報発信

4
〔再掲〕防府地域職業訓練センター運営事業

（3）－1参照

2

【新規】外国人生活応援事業

【事業内容】
技能実習生や留学生など、市内の外国人が増加することが見込まれるため、外国人が

スムーズに市内での生活に溶け込めるように支援を行う。
〔実施主体：市〕
（１）出前講座の実施
（２）生活情報マップ作成
　　　作成言語（7言語）…やさしい日本語、英語、韓国語、中国語、タガログ語
　　　　　　　　　　　　　インドネシア語、ベトナム語
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平成30年度予算額　　48千円

平成31年度予算額　　48千円

平成30年度予算額　　1,195千円

平成31年度予算額　　1,191千円

平成30年度予算額　　15,000千円

平成31年度予算額　　15,000千円

平成30年度予算額　　　950千円

平成31年度予算額　   　950千円

平成30年度予算額　　6,000千円

平成31年度予算額　　6,000千円

平成30年度予算額　　500千円

平成31年度予算額　　500千円

平成30年度予算額　　　－

平成31年度予算額　　2,602千円12
〔再掲〕【新規】小規模企業者育成支援事業

（１）－２参照

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〕

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〕

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〕

7

〔再掲〕中小企業フォーラム開催経費

（３）－２参照

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〕

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〕

9

11
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（８）資金調達の円滑化

平成30年度予算額  213,039千円

平成31年度予算額  509,130千円

平成30年度予算額　　　　－

平成31年度予算額　406,530千円

平成30年度予算額　　60,000千円

平成31年度予算額　　60,000千円

平成30年度予算額　　　　－

平成31年度予算額　　15,390千円4
〔再掲〕【新規】信用保証料軽減事業

（１）－６参照

3

中小企業振興資金融資事業
(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〕

1
〔再掲〕工場等設置奨励制度

（６）－２参照

2

〔再掲〕【新規】中小企業振興資金融資事業
（防府市中小企業振興資金）

（１）－５参照
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