
令和元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　　　26,466千円

決算額　　　　17,004千円

予算現額　　　　2,602千円

決算額　　　　　1,763千円

2

【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〕

【実施事業】
　防府商工会議所中小企業相談所が行う経営指導等に係る経費の一部を補助した。
　主な経営指導実績
　　経営指導員による巡回・窓口・創業指導　　3,522件
　　講習会等の集団指導　13回・297人参加

参考①：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

【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

【実施状況】
中小企業者等の多様な経営課題の解決を図るため、「防府市中小企業サポートセン

ター」を設置し、経営相談等を行った。また、防府商工会議所及び関係諸団体等に対
し、必要な助成を行った。
　中小企業サポートセンター主な実績
　　経営相談件数 465件　　創業相談件数161件　　創業件数29件
　　各種セミナー参加人数　103人
　　外部支援機関等の相談会参加人数　34人

参考①：事務事業評価
中小企業の成長発展・事業継続、創業を支援するために必要な事業であるため、随時見直しを行いながら継
続すべき事業である。

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

資料２
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予算現額　　　　6,590千円

決算額　　　　　6,568千円

予算現額　　　4,000千円

決算額　　　　2,545千円

4

【新規】商店街等イベント支援事業

【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〕

参考①：事務事業評価
商店街を核とした中心市街地のにぎわいを創出するために必要な事業であるため、随時見直しを行いながら
継続すべき事業である。

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

【実施状況】
　下記団体に対し、開催経費の一部を補助した。

3

【新規】ふるさと起業家支援事業

【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〕

【実施状況】
地域資源を活用して地域の課題解決に資する事業を行う下記事業者に対して、事業費

の一部を補助した。
　　事業者名　　　　　　事業名　　　　　　　　　　　　　　補助額
村田㈱　　　　　　野島の空き家(古民家)を活用した　　　　　4,000千円
　　　　　　　　　「簡易宿泊所」開設プロジェクト
ｱﾎﾞﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱　「長州鋳物記念館」開設プロジェクト　　　2,560千円

参考①：事務事業評価
地域課題を解決する事業を立ち上げる起業家を支援するために必要な事業であるため、随時見直しを行いな
がら継続すべき事業である。

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

事業名 団体名 補助額

天神五日市 天神商店街振興組合 300千円

おもしろ楽市 天神町銀座商店街振興組合 300千円

屋外映画祭・レノファ山口FC
パブリックビューイング

防府駅前イベント実行委員会 250千円

2019防府マチアソビ まちづくり防府 250千円

防府　乾杯！美食フェス ｔｅａｍＮ・Ｆ・Ｂ・Ｃ 250千円

令和元年度「天神まちかどフェスタ」 天神まちかどフェスタ実行委員会 250千円

街コネクトハロウィン㏌防府 防府商工会議所青年部 250千円

HALLOWEENTOWN「ゴーストの館」 ルルサス会 250千円

竹の空間芸術イルミネーション展示＆クリスマスイベント イオン防府店同友店会 200千円

らんかん橋イルミネーション うめてらすネットワーク 192千円

防府しあわせマルシェ㏌銀座商店街 防府しあわせマルシェ 53千円
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予算現額　　　406,530千円

決算額　　　　345,295千円

予算現額　　　14,633千円

決算額              7,099千円

注１　事務事業評価については、「令和元年度行政評価調書」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

【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

【実施状況】
　市制度融資を利用した中小企業者に対し、信用保証料の軽減を行った。
件数 86件　　補給額 7,099千円　　（保証総額 398,800千円）

参考①：事務事業評価
中小企業者等の金融の円滑化を図るために必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

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

【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　171,320千円　 　㈱広島銀行　　　  8,500千円
㈱山口銀行　　　  85,846千円　 　㈱もみじ銀行　     9,515千円
㈱西京銀行　　 　 59,167千円　 　萩山口信用金庫　10,947千円

参考①：事務事業評価
中小企業者等の金融の円滑化を図るために必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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（２）創造的な事業活動

予算現額　　　26,466千円

決算額　　　　17,004千円

予算現額　　　　2,602千円

決算額　　　　　1,763千円

予算現額　　　　2,682千円

決算額　　　　　　253千円

注１　事務事業評価については、「令和元年度行政評価調書」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

3

【新規】ほうふ産品販路開拓支援事業

【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
　　　問屋系展示会等への出展に係る経費の一部を補助

【実施状況】
地域商社やまぐち㈱と連携し「地域産品の販路拡大」講座を開催するとともに、2事

業者に対し、販路拡大に関する経費の一部を補助した。
　　事業者名　　　　　　展示会名　　　　　　　 　　　　　　　 補助額
原田㈱　　　　　　　　　JapanHome＆BuildingShow2019　100千円
富士プラントサービス㈱　第24回機械要素技術展  　　　　　　　  35千円

参考①：事務事業評価
地場産品の販路拡大を支援するために必要な事業であるため、随時見直しを行いながら継続すべき事業であ
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

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

4



（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　　　　5,508千円

決算額　　　　　5,431千円

予算現額　　　　500千円

決算額　　　　　　 0千円

予算現額　　　26,466千円

決算額　　　　17,004千円

予算現額　　　　2,602千円

決算額　　　　　1,763千円

予算現額　　　　2,682千円

決算額　　　　　　253千円

注１　事務事業評価については、「令和元年度行政評価調書」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

中小企業フォーラム開催経費

【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

【実施状況】
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

参考①：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

4
〔再掲〕【新規】小規模企業者育成支援事業

（１）－２参照

5
〔再掲〕【新規】ほうふ産品販路開拓支援事業

（２）－３参照

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　令和元年度～令和５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　　683件　12,676人

参考①：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　　　　2,682千円

決算額　　　　　　253千円

予算現額　　　26,466千円

決算額　　　　17,004千円

注１　事務事業評価については、「令和元年度行政評価調書」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　　　 46,000千円

決算額　　　　 45,000千円

予算現額　　　26,466千円

決算額　　　　17,004千円

注１　事務事業評価については、「令和元年度行政評価調書」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〕【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

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：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

1
〔再掲〕【新規】ほうふ産品販路開拓支援事業

（２）－３参照

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

6



（６）産業集積の活性化

予算現額　　　　4,128千円

決算額　　　　　2,843千円

予算現額　   476,593千円

決算額         476,593千円

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〕

【実施状況】
　１0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。

　
　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
㈱ワイテック　　　　　　　173,082千円　　 増設
㈱グローバル　　　　　　  　20,556千円　　 移転
アグロカネショウ㈱　　　　168,265千円　　 新設

　2事業者に対し、新たに雇用した人数に応じて奨励金を交付した。
　　事業者名　　　　交付額　　種別　　新規雇用人数
防府通運㈱　　　　800千円　　増設　　　2人
広容㈱　　　　　1,200千円　　新設　　　3人

参考①：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、企業ニーズを把握し随時見直しを行いながら
継続すべき事業である。
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

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143社訪問、県外出張19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：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、企業ニーズを把握し随時見直しを行いながら
継続すべき事業である。

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

事業者名（指定年月）
協和発酵バイオ㈱（Ｈ26.1）
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）
防府通運㈱（Ｈ29.9）
広容㈱（Ｈ28.12）

交付額
4,035千円

23,441千円
5,512千円

853千円
71,945千円

625千円
862千円
533千円

3,305千円
1,579千円

設置種別
増設
増設
増設
増設
増設

増設
増設
増設
増設
新設
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予算現額　　　4,000千円

決算額　　　　2,545千円

予算現額　　　406,530千円

決算額　　　　345,295千円

予算現額　　　14,633千円

決算額　　　　　7,099千円

予算現額　　　　4,438千円

決算額　　　　　3,086千円

注１　事務事業評価については、「令和元年度行政評価調書」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】
　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〕

【実施状況】
　(1)ルルサス1F(ダイソー跡)での社会実験「まちかどスペース」実施等
　(2)まちなか担い手づくり事業「地域デザインの学校in防府」の実施

参考①：事務事業評価
魅力ある都市核を形成し、持続可能なまちづくりを計画的に進めていくことが必要である。

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

6

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

3
〔再掲〕【新規】商店街等イベント支援事業

（１）－4参照

4

〔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

中心市街地活性化事業
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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　　　 3,034千円

決算額　　　 　1,934千円

予算現額　　　 1,500千円

決算額　　　 　　999千円

【実施状況】
外国人生活者のための出前講座開催　（講座内容：ごみの出し方、防災について）
　参加者数　9人（インドネシア）
「外国人生活情報マップ」作成・配布

参考①：事務事業評価
市内企業の多くが、必要とする人材を確保することが困難になっている状況において、必要とされる事業で
ある。

2

【実施状況】
ほうふしごと応援事業業務委託料　　　　 1,934千円
　委託先：株式会社日本マンパワー
　　セミナー、相談会開催数　6回　　参加者数　296人
　　就労支援機関登録者数　121人

参考①：事務事業評価
市内企業の多くが、必要とする人材を確保することが困難になっている状況において、必要とされる事業で
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

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

【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

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　　　 6,800千円

決算額　　　 　3,160千円

予算現額　　　　5,508千円

決算額　　　　　5,431千円

予算現額　　　　　420千円

決算額　　　　　　295千円

【実施状況】
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。また、認定企業の魅力を発信することで、「働き方改革」に関する全市的な気
運の醸成と、若者等の地元定着率の向上を図った。

　ほうふ幸せます働き方推進企業　新規認定企業数　８社

　防府市若者地元定着セミナー（２回）　参加者　398人

3

【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　89人　　補助額　295千円

参考①：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

【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

〔再掲〕防府地域職業訓練センター運営事業

（3）－1参照

中小企業退職金共済制度補助金

参考①：事務事業評価
働きやすい職場の増加により、人手不足解消に繋がる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
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予算現額　　　　　 48千円

決算額　　　　　　 44千円

予算現額　　　　1,191千円

決算額　　　　　1,190千円

予算現額　　　 15,000千円

決算額　　　　 15,000千円

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：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　　　　　　　　251千円
連合山口県央地域協議会防府地区会議　　939千円

参考①：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　　　　　　　　16千円
連合山口県央地域協議会防府地区会議　　28千円

参考①：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　　　　　950千円

決算額　　　　　　238千円

予算現額　　　　6,000千円

決算額　　　　　6,000千円

予算現額　　　　500千円

決算額　　　　　 　0千円

予算現額　　　　2,602千円

決算額　　　　　1,763千円

注１　事務事業評価については、「令和元年度行政評価調書」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
[再掲]中小企業フォーラム開催経費

（３）－２参照

12
〔再掲〕【新規】小規模企業者育成支援事業

（１）－２参照

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：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：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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（８）資金調達の円滑化

予算現額　    476,593千円

決算額　　　 476,593千円

予算現額　　　14,633千円

決算額　　　　　7,099千円

予算現額　　　406,530千円

決算額　　　　345,295千円

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、「令和元年度行政評価調書」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

3

〔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

1
〔再掲〕工場等設置奨励制度

（６）－２参照

4

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〕

【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：事務事業評価
中小企業者等の金融の円滑化を図るために必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

2

〔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
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