
平成３０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　　　　　5,985千円
創業支援補助金

参考①：直近の事務事業評価
中小企業の育成・振興を図るために必要な事業であり、他の制度との連携など、事業内容の見直しを検討す
る。

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〕

参考①：直近の事務事業評価
中小企業の育成・振興を図るために必要な事業であり、他の制度との連携など、事業内容の見直しを検討す
る。

2

【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
ＬＡＭＰ　　 　　　　　　　 　　　 2,880千円　　 500千円　　   開設
ＢＡＲＢＥＲ　ＳＷＩＮＧ　　　　　5,407千円　 　500千円　　　開設
Ｓａｌｏｎ　ｉｒｏｈａ　　　　　　　992千円　　 496千円　　　開設・販売促進
Ｐｏｒｔ　ｏｆ　Ｃａｌｌ　　　　　5,100千円　　 500千円　　　開設
タスカル㈱　　　　　　　　　　      　978千円　　 489千円　　　販売促進
ＨａｉｒＳａｌｏｎ　1213　　　　1,680千円　　 500千円　　　開設
Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｊｕｎ   　　1,540千円　　 500千円　　　開設
オカモト福祉タクシー　　　　　　　2,150千円　 　500千円　　    開設
Ｂｅａｕｔｙ ｓａｌｏｎ Ｒｏｃｃｏ 1,134千円　　 500千円　　　開設
ａｎｏｎ　　　　　　　　　　　　　5,244千円　 　500千円          開設
ＣＰサロン　ｕｉ　　　　　　　　　1,149千円　　 500千円　　　開設
タイヤガレージ　ナカムラ　　　　　1,633千円　　 500千円　　　開設

【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。
主な経営指導実績
経営指導員による巡回・窓口・創業指導　　　 3,432件
講習会等の集団指導　　　　　　　  　　1１回　2４９人

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

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

資料３
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予算現額　　　　1,000千円

決算額　　　　　　500千円

予算現額　　　10,261千円

決算額　　　　10,068千円

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

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

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〕

【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
中小企業の育成・振興を図るために必要な事業であり、他の制度との連携など、事業内容の見直しを検討す
る。

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かな支援を行い、創業しやす

い環境づくりを進める。　〔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　　　 １8人
相談件数　　４２５件　　　　　セミナー参加者数　２１７人
コワーキングスペース利用者数　　７４４人

参考①：直近の事務事業評価
中小企業の育成・振興を図るために必要な事業であり、他の制度との連携など、事業内容の見直しを検討す
る。

事業者名
防府商工会議所

事業名
創業塾

参加者数
15人

補助額
500千円

開催日
8/21～ 10/4(10回)
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予算現額　　　　3,392千円

決算額　　　　　2,653千円

予算現額　　　　3,700千円

決算額　　　　　3,700千円

【実施状況】
　９事業者に対し、家賃の一部を補助した。（平成３０年度新規申請　3事業者）
商店街別出店状況
天神町銀座商店街　３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　　　　３事業者　　　　　　　　その他            １事業者

参考①：直近の事務事業評価
商店街の回遊性の向上も含めた中心市街地の賑わいの創出、中心市街地の活性化を図るため、事業内容の見
直しを検討する。

【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
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
　　　　　　　　　　　　　　　　くつろぎサロンｗｏｏ
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　Ｌｕａｎａ
　　　　　　　　　　　　　　　　よりみちカフェＦｕｃａｌｉ
　　　　　　　　　　　　　　　　呉服の秩父屋
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

まちづくり防府支援補助金

参考①：直近の事務事業評価
商店街の回遊性の向上も含めた中心市街地の賑わいの創出、中心市街地の活性化を図るため、事業内容の見
直しを検討する。

空き店舗活用促進事業補助金

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

【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）〕

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

【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（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）〕
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予算現額　　　　　500千円

決算額　　　　　　126千円

注１　事務事業評価については、「平成３０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

【実施状況】
　下記指定事業者に対し、改装費及び家賃の一部を補助した。
　指定事業者　　　　　　補助額　　　　　対象経費
㈱アイデアプラス　　　　126千円　　　　　家賃

参考①：直近の事務事業評価
商店街の回遊性の向上も含めた中心市街地の賑わいの創出、中心市街地の活性化を図るため、事業内容の見
直しを検討する。

事業所誘致促進補助金

7

【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、家賃の一

部を補助する。〔実施主体：市〕

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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（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　　　　3,700千円

決算額　　　　　3,700千円

３ページ　（１）－６参照

予算現額　　　　3,000千円

決算額　　　　　2,910千円

注１　事務事業評価については、「平成３０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

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、５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
桑田醤油㈱　　　甘さの強い木桶仕込み醤油　　　622千円　　新商品開発
㈱岡虎　　　　　魚肉練製品で作るスイーツ　　 1,000千円　　新商品開発
虹とおひさま　　教具　　　　　　　　　　　　　355千円　　販路拡大
ユアブランド㈱　オリジナルカー「アナトラ」　　471千円　　販路拡大
㈱福八　　　　　ハモを使った商品（ナゲット）　462千円　　販路拡大

参考①：直近の事務事業評価
中小企業の育成・振興を図るために必要な事業であり、他の制度との連携など、事業内容の見直しを検討す
る。

〔再掲〕まちづくり防府支援補助金

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　　　　8,104千円

決算額　　　　　7,737千円

予算現額　　　　3,000千円

決算額　　　　　2,910千円

予算現額　　　 11,000千円

決算額　　　　 10,762千円

注１　事務事業評価については、「平成３０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

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　　753件　13,602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）　1,853千円
工事請負費（高圧受電設備改修）　　　1,744千円

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。

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

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

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　10,762千円　　（工事費総額　40,890千円）

参考①：直近の事務事業評価
景気動向を注視し、今後の事業実施について検討する必要がある。

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　　　　3,000千円

決算額　　　　　2,910千円

予算現額　　　　3,700千円

決算額　　　　　3,700千円

注１　事務事業評価については、「平成３０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　　　 49,000千円

決算額　　　　 49,000千円

予算現額　　　　3,700千円

決算額　　　　　3,700千円

注１　事務事業評価については、「平成３０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

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、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　　　　4,184千円

決算額　　　　　3,244千円

予算現額　　  139,862千円

決算額　　　  139,862千円

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、山口県などの関係機関と連携して企業の誘致を推進

する。現在は、防府第二テクノタウン（大和ハウス工業㈱所有・販売）や企業遊休地へ
の誘致活動を推進している。　〔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150社訪問、県外出張14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り、社会情勢や企業ニーズの変化にあわせ、事業内容
の見直しを検討する。

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

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】
　１１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り、社会情勢や企業ニーズの変化にあわせ、事業内容
の見直しを検討する。

事業者名（指定年月）
㈱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）
㈱山工（Ｈ27.4）
㈲エフケイケイ物流（Ｈ27.12）
柚野産業㈲（Ｈ28.3）

交付額
527千円

3,191千円
5,399千円
7,527千円

29,004千円
7,327千円

986千円
83,791千円

629千円
910千円
571千円

設置種別
増設
増設
増設
増設
増設
増設

増設
増設
増設
新設
増設
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予算現額　　　　3,392千円

決算額　　　　　2,653千円

予算現額　　　　　500千円

決算額　　　　　　126千円

予算現額　　　　1,800千円

決算額　　　　　1,036千円

注１　事務事業評価については、「平成３０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

【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㈱〕

3

３ページ　（１）－５参照

4

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

5

サテライトオフィス誘致事業

参考①：直近の事務事業評価
商店街の回遊性の向上も含めた中心市街地の賑わいの創出、中心市街地の活性化を図るため、事業内容の見
直しを検討する。
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

【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などに要する経費の一部を補助した。
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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　　　 43,678千円

決算額　　　 　41,057千円

予算現額　　　　8,104千円

決算額　　　　　7,737千円

予算現額　　　　3,620千円

決算額　　　　　3,619千円

女性の活躍応援・人材確保支援事業

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〕防府地域職業訓練センター運営事業

６ページ　（３）－１参照

【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」をイオン防府店内で運営し
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」の運用を通して、働き方改革に取り組む事業所の
増加に努めた。
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　　　　　　　　　　　　　　 27,776千円
　委託先：ＮＰＯコミュニティ友志会
建物借上料（イオン防府店）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,657千円
ほうふ幸せます働き方推進企業認定推進アドバイザー派遣業務委託料　　　　   3,499千円
　委託先：山口県社会保険労務士会
防府市「働き方改革」気運の醸成事業業務委託料　　　　　　　　　　　6,000千円
　委託先：㈱セントラル広告
ほうふ幸せます働き方推進企業助成金　　　　　　　　　　　　　　　　　770千円
参考①：直近の事務事業評価
雇用環境等社会情勢の変化への対応や他の制度との連携など、事業内容の見直しを図る。

【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、山口県社会保険労務士会、㈱セントラル
広告〕

3

若者職場定着推進事業

【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
雇用環境等社会情勢の変化への対応や他の制度との連携など、事業内容の見直しを図る。

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

【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法人への委託事
業   〔実施主体：ＮＰＯコミュニティ友志会〕

1
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予算現額　　　　　410千円

決算額　　　　　　410千円

予算現額　　　　　 59千円

決算額　　　　　　 59千円

予算現額　　　　1,195千円

決算額　　　　　1,195千円

【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　　　　　　　　256千円
連合山口県央地域協議会防府地区会議　　939千円

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

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

【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　　　　　　　　12千円
連合山口県央地域協議会防府地区会議　　46千円

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　36社　　人数　122人　　補助額　410千円

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〕

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。

6

勤労者団体助成金
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予算現額　　　 15,000千円

決算額　　　　 15,000千円

予算現額　　　　　950千円

決算額　　　　　　301千円

予算現額　　　　6,000千円

決算額　　　　　6,000千円

【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

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

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

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。

【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〕

7

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。

8

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

9

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。
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予算現額　　　　2,000千円

決算額　　　　　2,000千円

予算現額　　　　 　 50千円

決算額　　　　　　　　8千円

注１　事務事業評価については、「平成３０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

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

参考①：直近の事務事業評価
中小企業の育成・振興を図るために必要な事業であり、他の制度との連携など、事業内容の見直しを検討す
る。

中小企業人材育成支援事業補助金

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

びキャリア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（10/1）

参考①：直近の事務事業評価
雇用環境等社会情勢の変化への対応や他の制度との連携など、事業内容の見直しを図る。

【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

を補助する。上限１万円
〔実施主体：市〕

【実施状況】
　下記事業者に対し、受講料の一部を補助した。
　　事業者名　　　　　　補助額
三田尻化学工業㈱　　　　8千円

10

若者就業機会拡大事業
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（８）資金調達の円滑化

予算現額　　  139,862千円

決算額　　　  139,862千円

予算現額　　　57,150千円

決算額　　　　57,150千円

予算現額　　　 21,421千円

決算額　 　　　11,365千円

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 114件　　補給額 11,365千円　　（保証総額 468,780千円）

参考①：直近の事務事業評価
中小企業の育成・振興を図るために必要な事業であり、他の制度との連携など、事業内容の見直しを検討す
る。

1
〔再掲〕工場等設置奨励金

８ページ　（６）－２参照

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

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2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
防府通運㈱　　　　　　　41,100千円　　　増設
広容㈱　　　　　　　　　16,050千円　　　新設

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り、社会情勢や企業ニーズの変化にあわせ、事業内容
の見直しを検討する。
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予算現額　　  386,049千円

決算額　　 　 272,652千円

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３０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

【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　　 151,831千円　　　㈱広島銀行　　　　　 2,000千円
㈱山口銀行　　 　 　62,052千円　　　㈱もみじ銀行　　　　4,701千円
㈱西京銀行　　 　 　46,977千円　　　萩山口信用金庫　　　5,091千円

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〕

【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
中小企業の育成・振興を図るために必要な事業であり、他の制度との連携など、事業内容の見直しを検討す
る。

4

中小企業振興資金貸付金

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〕

参考①：直近の事務事業評価
中小企業の育成・振興を図るために必要な事業であり、他の制度との連携など、事業内容の見直しを検討す
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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