
令和２年度中小企業振興施策について 資料2-１

（１）経営の革新、創業及び承継

令和元年度予算額 27,907千円

令和２年度予算額 24,510千円

令和元年度予算額 8,030千円

令和２年度予算額 8,023千円

1

【拡充】
　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、防府商工会議所が運営する「防府市

中小企業サポートセンター（コネクト２２）」を中核に、中小企業支援機関と連携して支
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（拡充）
　　繁盛店づくり、デザイン戦略、ＳＮＳ活用、知財、農商工連携、
　　女性・シニア創業、事業承継（事業者対象・後継者対象）、ＩｏＴ関連、
　　キャッシュレス決済対応等
・国・県・市等の各種支援制度の一元化と情報提供（拡充）
　　ホームページアクセス解析、動画作成・掲載、情報誌作成・発行等
・市内企業の経営資源の情報提供　　等

【4月から8月までの実施状況】
　防府市中小企業サポートセンターの開設及び運営等に係る経費の一部補助を行う。
　　土地借上料　　　　210千円
　　中小企業サポート事業補助金 　17,800千円
　　中小企業活力向上事業補助金　　5,400千円

　主な実績
　　相談対応件数　　506件（創業53件・経営428件・その他25件）

2

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。
　対象事業費の２／３　限度額４，０００千円 （クラウドファンディング ＋ 市上乗補助）
　自己資金１／３　　クラウドファンディング１／３　　市上乗補助１／３
〔実施主体：市〕

【4月から8月までの実施状況】
　下記１事業を認定し、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用して寄附の受付を
行っている。
　　事業者名　　　　　　　　　　　事業名　　　　　　　　　 　　　　目標額
㈱日本伝統濁酒研究所 　　　　日本人に愛され続けたどぶろく事業　　　2,000千円
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令和元年度予算額 4,000千円

令和２年度予算額 4,000千円

令和元年度予算額 ―

令和２年度予算額 5,000千円

令和元年度予算額 2,602千円

令和２年度予算額 1,200千円

3

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。
　補助対象経費　限度額２００千円（原則）
〔実施主体：市〕

【4月から8月までの実施状況】
　商店街等で実施されるイベントに対して、開催経費の一部を補助する。
申請件数　２件・交付決定額　600千円

4

【新規】
　商店街魅力向上事業

【事業内容】
　商店街の空き店舗の外観改装工事に対して、その工事費の一部を補助する。
　対象事業費の５０％　限度額５００千円
〔実施主体：市〕

【4月から8月までの実施状況】
　商店街の空き店舗の外観改装工事に対して、その工事費の一部を補助する。
申請件数　１件・交付決定額　495千円

5

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〕

【4月から8月までの実施状況】
　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の事業費の一部を補助
する。
　小規模事業者育成支援事業補助金　1,200千円
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令和元年度予算額 406,530千円

令和２年度予算額 385,797千円

令和元年度予算額 15,390千円

令和２年度予算額 15,390千円

【4月から8月までの実施状況】
　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　　 181,797千円　　  ㈱広島銀行　　　　　 12,000千円
㈱山口銀行　　 　 　 96,000千円　　　㈱もみじ銀行　　　　15,000千円
㈱西京銀行　　 　  　66,000千円　　　萩山口信用金庫　　　15,000千円

6

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。

特に、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
支援を充している。
〔実施主体：市〕
「がんばる中小企業応援資金」（令和元年度拡充）
（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
　　　新規開業の際に必要となる費用等への融資
（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

7

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

【4月から8月までの実施状況】
　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う。
　　件数　2５件　　信用保証料軽減額　2,647千円
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（２）創造的な事業活動

令和元年度予算額 27,907千円

令和２年度予算額 24,510千円

令和元年度予算額 2,602千円

令和２年度予算額 1,200千円

令和元年度予算額 2,682千円

令和２年度予算額 2,480千円

（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

令和元年度予算額 5,532千円

令和２年度予算額 5,778千円

令和元年度予算額 27,907千円

令和２年度予算額 24,510千円2

【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（５年間）
〔実施主体：市、指定管理者（㈲ビジネススクール・オカモト）〕

【4月から8月までの実施状況】
　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
の維持管理を行う。
防府地域職業訓練センター利用状況　　200件　3,079人
　　　　　　　　　　　　（前年同期　279件　6,131人）

指定管理料　　　　　　　　　　　　　5,478千円

1

防府地域職業訓練センター運営事業

1

〔再掲〕【拡充】
　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〕
　小規模企業者育成支援事業

（１）－５参照

3

【拡充】
　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）販路開拓支援補助金（拡充）
　　　問屋系展示会への出展に係る経費の一部を補助
　　　出展者支援について防府商工会議所と連携して取り組む

【4月から8月までの実施状況】
　展示会等予定されていたが中止。

〔再掲〕【拡充】
　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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令和元年度予算額 2,602千円

令和２年度予算額 1,200千円

令和元年度予算額 2,682千円

令和２年度予算額 2,480千円

（４）情報発信の促進及び販路の拡大

令和元年度予算額 27,907千円

令和２年度予算額 24,510千円

令和元年度予算額 2,682千円

令和２年度予算額 2,480千円

（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

令和元年度予算額 46,000千円

令和２年度予算額 44,000千円

令和元年度予算額 ―

令和２年度予算額 500千円

3

〔再掲〕
　小規模企業者育成支援事業

（１）－５参照

4

〔再掲〕【拡充】
　ほうふ産品販路開拓支援事業

（２）－３参照

1

〔再掲〕【拡充】
　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〕【拡充】
　ほうふ産品販路開拓支援事業

（２）－３参照

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〕

【4月から8月までの実施状況】
　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
(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

2

【新規】中小企業者連携創出事業

【事業内容】
防府商工会議所が開催している「異業種企業交流会」において、企業間連携を図るた

めの技術展示や地域を牽引するリーダシップとなる企業創出の土壌を作るために開催す
るセミナーなどに要する費用の一部を補助する。
〔実施主体：防府商工会議所〕

【今後の実施予定】
　令和3年2月頃に開催予定
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令和元年度予算額 27,907千円

令和２年度予算額 24,510千円3

〔再掲〕【拡充】
　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

令和元年度予算額 4,128千円

令和２年度予算額 3,621千円

令和元年度予算額 509,130千円

令和２年度予算額 232,535千円

令和元年度予算額 ―

令和２年度予算額 500千円

令和元年度予算額 4,000千円

令和２年度予算額 4,000千円

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、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〕

【4月から８月までの実施状況】
　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う。
県内外企業延べ29社訪問
企業情報抽出業務委託（㈱帝国データバンク）等

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〕

【4月から8月までの実施状況】
　9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

〔再掲〕【新規】
　中小企業者連携創出事業

（５）－２参照

4

〔再掲〕
　商店街等イベント支援事業

（１）－３参照

事業者名（指定年月）
㈱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）
㈱石﨑本店（Ｈ30.3）
㈱ワイテック（Ｈ30.7）
アグロカネショウ㈱（Ｈ30.10）
㈱グローバル（H30.6）

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

アグロカネショウ㈱ 4,800千円 新設 12人
㈱グローバル 2,400千円 移転 6人

交付額
623千円
859千円
509千円

3,274千円
1,436千円

24,298千円
59,880千円
29,632千円

2,371千円

設置種別
増設
新設
増設
増設
新設
増設

増設
新設
移転
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令和元年度予算額 ―

令和２年度予算額 5,000千円

令和元年度予算額 406,530千円

令和２年度予算額 385,797千円

令和元年度予算額 15,390千円

令和２年度予算額 15,390千円

令和元年度予算額 ―

令和２年度予算額 400千円

【拡充】
中心市街地活性化事業
防府市駅周辺まちづくり協議会

【事業内容】
まち全体を牽引する、魅力ある都市核の形成を図り、市街地の活性化を総合的かつ一体

的に推進するため 「防府市駅周辺まちづくり協議会」を設置する。
〔所管：総合政策部政策推進課〕

5

〔再掲〕【新規】
　商店街魅力向上事業

（１）－４参照

6

〔再掲〕
　中小企業振興資金融資事業
　（防府市中小企業振興資金）

（１）－６参照

7

〔再掲〕
　信用保証料軽減事業
　（防府市中小企業振興資金）

（１）－７参照

8

【実施状況】
　本市施策の検討にあたり、協議会において市中心部のまちづくりに関する課題等につい
ての意見を聴取している。
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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

令和元年度予算額 4,534千円

令和２年度予算額 4,534千円

令和元年度予算額 6,800千円

令和２年度予算額 5,700千円

令和元年度予算額 5,532千円

令和２年度予算額 5,778千円

1

【拡充】
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・・・就労意欲喚起イベント
　　　　　　　　　　　　　・・・シニア活躍先進事例等紹介セミナー（新規）
（２）女性のキャリア形成支援事業・・・特定職種の女性の職場復帰支援

【4月から8月までの実施状況】
　女性や高齢者等の多様な人材が活躍できるよう、市内事業所を対象に中途採用のノウハ
ウを伝えるセミナーを開催し、市内事業所の求人の多様化を図る。また、子育て等で退職
した女性を対象とした、仕事に必要となる知識やキャリア形成につながるセミナーを開催
し、再就職を後押しする。
ほうふしごと応援事業業務委託　　　　　　　　　　　　　　 　　　  1,992千円
　委託先：㈱日本マンパワー
女性のキャリア形成支援事業業務委託
　委託先：選定中

2

【拡充】
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」の運用を通して、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
（３）山口ゆめ回廊　中小企業魅力体感フェア（新規）

【4月から8月までの実施状況】
　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
る。
ほうふ幸せます働き方推進助成金　　　　　　　　　　　　　　　　　　200千円

　山口ゆめ回廊（山口県央連携都市圏域）において、中学生・高校生を対象とした圏域内
企業の紹介・体験イベント「やまぐち未来のしごとフェスタ」を11月26日・27日に開
催する。

3
〔再掲〕防府地域職業訓練センター運営事業

（3）－１参照
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令和元年度予算額 420千円

令和２年度予算額 420千円

令和元年度予算額 48千円

令和２年度予算額 49千円

令和元年度予算額 1,191千円

令和２年度予算額 1,222千円

令和元年度予算額 15,000千円

令和２年度予算額 15,000千円

令和元年度予算額 950千円

令和２年度予算額 950千円

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〕

【今後の実施予定】
　令和3年3月交付予定

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〕

【今後の実施予定】
　令和3年3月交付予定

6

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〕

【4月から8月までの実施状況】
　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　　　　　　　　248千円
連合山口県央地域協議会防府地区会議　　974千円

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〕

【4月から8月までの実施状況】
　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。

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

【事業内容】
中小企業に勤務する労働者の又は、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〕

【4月から8月までの実施状況】
　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。
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令和元年度予算額 6,000千円

令和２年度予算額 6,000千円

令和元年度予算額 2,602千円

令和２年度予算額 1,200千円

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〕

【4月から8月までの実施状況】
　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。

10

〔再掲〕
　小規模企業者育成支援事業

（１）－５参照
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（８）資金調達の円滑化

令和元年度予算額 509,130千円

令和２年度予算額 232,535千円

令和元年度予算額 406,530千円

令和２年度予算額 385,797千円

令和元年度予算額 60,000千円

令和２年度予算額 60,000千円

令和元年度予算額 15,390千円

令和２年度予算額 15,390千円

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〕

【4月から8月までの実施状況】
　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。

1

〔再掲〕
　工場等設置奨励制度

（６）－２参照

4

〔再掲〕
信用保証料軽減事業
（防府市中小企業振興資金）

（１）－７参照

2

〔再掲〕
　中小企業振興資金融資事業
　（防府市中小企業振興資金）

（１）－６参照

3
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