平成28年度中小企業振興施策の実施状況

配布 資料４
資料４

市の施策中小企業振興のためのアクションプラン
期間：

平成２５年度から平成２９年度までの５年間

目標：

平成２９年度における市内総生産（その年度において兵庫県が公表する最新の数値）を平成２４年度の市内総生産と比較して１０パーセント増加させる （５％→Ｈ２７～１０％）

実績７．７８％ （Ｈ28・2,576億円 基準Ｈ24・2,390億円）

三木市中小企業振興条例第4条に規定する施策
(1) 経営の革新及び経営基盤の強化並びに創業を促進するための施策
事業名称

事業概要

28年度事業費

年度目標

実施状況

備

考

・平成26年4月1日より中小企業サポートセンター運営

①相談、訪問件数 ３００件

ア

中小企業振興のためのネットワークを構築
中小企業支援ネットワー
し、専門相談員（中小企業診断士等）による相談
ク事業
等の支援を行います。

イ 地場産業振興事業

経済・産業団体への運営助成や、三木金物
を活かしたイベントの実施などにより、地場産業
業の振興策を推進します。

2,176万円

4,163万円

ウ 商業振興事業

商業団体等の商業活性化のための取組へ
の支援やイベントの開催などにより、商業の振
興を推進します。

1,716万円

エ 公契約条例

市が発注する公共事業やサービス（公契約）
に関して条例で定めることで、適正な労働環境
の確保や企業の競争力向上、経営悪化の防止
を促進します。

―

オ

起業支援事業（女性の
起業家支援事業）

カ 設備投資促進事業

女性が起業しやすい環境づくりを進めるため、
起業セミナーや勉強会を開催するなど、女性起
業家を総合的に支援します。

市内中小企業の設備投資を喚起するため、機
械、設備などの導入費用を支援します。

①窓口相談521人 企業訪問643人 計1,164件 （1月 コーディネーター5名配置、週5日１日2人体制（継続）
・産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を
末）

②経営セミナー開催件数 １２回

②起業セミナー開催18回 参加者64名 （延べ215
名）、補助金・経営力向上計画作成説明会 2回 31
名

③起業件数 １０件

③起業件数14件
卸売2（美容・工具） サービス6（美容・子育て・修
理・教室） 飲食5 電気業1（太陽光）

・地場産業の海外進出を推進するた
・市内小学校16校で金物を使った体験教室を実施
め、東南アジアとの交流を行う。
・将来の人材育成のため、市内全小 ・みきかなもんプロジェクト（新規）
学校で金物体験教室を開催する。

・商店街において、マルシェ2回開催
1回目 来街者5,000人（明盛）
2回目 来街者80人（サンロード・雨天のため、コン
「商業振興による地域活性化に関 サートの未実施）
する条例」を制定し、商業振興を
3回目 3月19日開催予定
推進する。
・吉川町商工会プレミアム商品券発行
・歳末感謝セール事業補助金
・商店街パワーアップ事業補助金
・地域商店活性化補助金3件（新規）
5,000万円以上の公共工事及び
1,000万円以上の委託契約につい
て、労働報酬下限額を定め労働 公共工事14件 委託2件 指定管理1件
者賃金の低下と下請け業者の経
営悪化の防止を図る。
①・女性の専門家による起業セミナー
の開催 4回
①女性起業セミナー開催 3回 参加者21名（延べ42名）
・女性起業家による講演会の開催
女性起業家相談会開催 2回 参加者2名
１回

165万円

4,000万円

②起業件数 ３件

②女性起業件数 5件
サービス5件（美容・子育て・修理・教室）

③起業支援補助制度の創設

③女性起業家支援事業補助金 3件
（要件緩和：県上乗せ以外の市のみも対象）

助成件数 15件

41件

受け起業支援を強化（継続）
・国・県の補助申請・融資を支援
補助金 （国）ものづくり9、小規模持続化9、ふるさと1
（県）創業3、商店街開業1 計23件
融資：公的融資（創業・設備）7件（日本政策金融公庫）
民間融資（運転プロパー）1件 計8件
・経営革新計画（県）承認：8件
･中小企業等経営強化法（Ｈ28.7施行）に基づく
経営力向上計画(国）認定：15件
・成長期待企業（県）認定:1件
・法人設立3件 ・商圏・立地調査5件
・ＰＲ支援7件(プレスリリース3・メディア4）
・ビジネスマッチング9件 ・産学連携1件

(2) 新たな産業を創出するための施策
事業名称

ア 観光振興事業

イ

農業の６次産業化携推
進事業

事業概要

28年度事業費

三木市観光協会と連携し、三木の歴史、文化
遺産や特産品を生かした、特色ある観光の実現
に向けた取組を進めます。

50万円

三木産ハーブを使用した新製品の開発や新
たな販路の開拓を支援することにより、ハーブの
６次産業化を推進します。

―

（１）に記載

（１）に記載

（１）に記載

（１）に記載

事業概要

28年度事業費

年度目標

実施状況

起業支援事業（女性の
ウ 起業家支援事業）（再
掲）

年度目標

実施状況

土産品開発 2件

ハーブ製品の売上 2,000万円

備

考

0件

ハーブ売上 1,200万円

（１）に記載

(3) 技術力、経営力の高度化を促進するための施策
事業名称

特許権の取得に必要な費用の一部を助成す
ア 特許権等取得助成事業 ることにより、新製品や新技術の開発を促進しま
す。
イ

設備投資促進事業（再
掲）

225万円

助成件数 10件

特許1件 実用新案4件 意匠5件 計10件
補助件数8件（8社）

（１）に記載

（１）に記載

（１）に記載

（１）に記載

事業概要

28年度事業費

年度目標

実施状況

備

考

8社（金物製造業7社、金物卸売業1社）
（１）に記載

(4) 市内経済の循環を促進するための施策
事業名称

備

考

・Ｈ27年度から抽選方式に変更 1次募集のみ（5月）
市内の施工業者を利用した住宅リフォーム工
ア 住宅リフォーム支援事業 事の費用の一部を助成することにより、住環境
の向上と地域内経済の循環を推進します。

1,000万円

助成件数 １００件

新たに市内に住宅を建築(取得)する際に課
若者世帯の新築補助事 税される固定資産税と都市計画税の一部を助
イ
業
成することにより、若者世帯の転出抑制と市内
への定住を促進します。

3,431万円

助成件数 １８０件程度

ウ 公契約条例 （再掲）

（１）に記載

（１）に記載

（１）に記載

28年度事業費

年度目標

実施状況

（１）に記載

助成件数：92件
助成金額：774万円
対象経費：1億3,127万円

391件

（１）に記載

(5) 社会経済情勢の変化への適応を円滑化するための施策
事業名称

事業概要

備

考

実行件数 70件 5億6,950万円
中小企業者への低金利での貸付などにより、
（小規模 45件 3億5,820万円
小規模無担保無保証人融資の実
中小企業の経営の充実を支援します。小規模無
一般 24件 2億830万円 起業家1件 300万円）
ア 中小企業融資対策事業
7億4,561万円 行件数
担保無保証人融資について、融資限度額及び
信用保証料補給 67件 1,420万円
１０件
利子補給並びに信用保証料補給を拡充します。
利息補給 上期 184件 636万円
起業家支援利息補給 平成28年度申込件数：7件
イ

中小企業支援ネットワー
ク事業 （再掲）

（１）に記載

（１）に記載

（１）に記載

（１）に記載

(6) 情報収集及び発信を促進するための施策

ア

事業名称

事業概要

28年度事業費

年度目標

実施状況

中小企業支援ネットワー
ク事業 （再掲）

（１）に記載

（１）に記載

（１）に記載

（１）に記載

①金物業界が地元開催する展示会
２件

イ 産業見本市事業

産業見本市の開催や出展に必要な費用を助
成することにより、市産業のＰＲや販路の拡大を
促進します。

2,989万円
②国際見本市

４件

備

考

（１）に記載

①鍛冶でっせ！
②DIYショウ（幕張メッセ）
国際道工具EXPO（幕張メッセ）
東京インターナショナルギフトショー（ビッグサイト）

(7) 雇用の安定及び人材を育成するための施策
事業名称

事業概要

西神公共職業安定所（ハローワーク）と連携
地域職業相談室事業
した求職者への職業相談、職業紹介や、求人情
ア （三木市ふるさとハロー
報の提供により、雇用のマッチングを促進しま
ワーク）
す。

イ 雇用・勤労者対策事業

28年度事業費

411万円

実施状況

職業紹介成功率 １９％（H２５年
度実績）

新規求職：1,053件 紹介：2,466件 採用：503件
紹介成功率：20.4％ （1月末）

①求人求職面接会の開催 2回

①求人求職面接会開催 1回 参加者86人
合同就職面接会 1回 参加者55人

求人求職面接会の開催や若年者雇用促進を
する事業主への助成等により雇用状況の改善を
②介護資格取得助成 30件
図るとともに、勤労者の住宅建築、取得への融 1億6,072万円
②若年者雇用促進助成金19人（13社）見込
→Ｈ27～若年者雇用促進助成 30件
資のあっせんにより、勤労者の生活環境の改善
を促進します。
③勤労者住宅資金融資 4件
③勤労者住宅資金融資 新規融資0件

講習会の開催や情報の提供、企業の環境整
ワークライフバランス推
備への補助などにより、ワークライフ・バランスの
進事業
普及啓発を推進します。

240万円

経営者または従業員が中小企業大学校等で
エ 中小企業人材育成事業 受講した研修等の費用の一部を補助すること
で、中小企業の人材育成を支援します。

10万円

ウ

年度目標

後継者の育成に必要な費用の補助や技術継
三木金物後継者育成事
オ
承セミナーの開催への補助を行うことにより、後
業
継者の育成と技術の継承を支援します。

322万円

企業の子育て等支援事業補助件数
8件

補助件数 6件

補助件数
①親方の弟子育成事業 2件
②工業組合実施技術継承セミ
ナー48回

事業主子育て等支援事業補助金 6件見込
（事業所内保育5件、介護支援取組1件）

2件（1社）

①鉋製造 1社1名
②鋸目立て、鋸鍛接、包丁研ぎ、銘切の講座実施
70回見込

備

考

