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○

市内企業の競争力を高め、生産活動を活発にします。

地域企業の経営安定及び雇用拡大を目指し、総合的な産業支援施策を構築する必要があったため。

○企業競争力強化支援 9,221千円
展示会出展による販路拡大や人材育成などの企業競争力強化に資する自立的活動に対する支援

○花巻工業クラブ事業支援 338千円
花巻工業クラブ事業補助金の交付

○産業支援施策制度説明会等の開催 411千円
市と関係機関の各種支援施策等を市内企業及び支援機関へ周知

技術力・経営力向上支援事業費

担当課長

事業手法の詳細１

1. 企業競争力強化支援事業補助金 9,221千円（前年度比△601千円）
市内中小企業又は企業等で構築される連携体が、新製品・新技術の開発、販路開拓及び人材育成等企業
競争力強化に資する事業を実施する場合に補助金を交付。

(1) 共同研究開発事業 （補助率1/2、上限250千円）
企業、大学等の共同研究開発に伴う、原材料費、外注費、委託費、謝金等の一部を支援。

(2) 展示会出展事業 （補助率1/2、上限150千円）
展示会出展に伴う、出展ブース料、展示会装飾費、旅費、輸送費の一部を支援。
→R2から：旅費は東京圏（東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県）及び海外の展示会のみ対象に変更。

(3) 人材確保事業 就職ガイダンス等出展 （補助率1/2、上限150千円）
就職ガイダンス等の出展に伴う、出展料、装飾費、旅費、輸送費の一部を支援。

(4) 人材確保事業 求職求人サイト登録 （補助率1/2、上限250千円）
リクルート、マイナビ等求職求人サイト登録に伴う、登録掲載費の一部を支援。

(5) 人材確保事業 広報ツール制作 （補助率1/2、上限150千円）
企業紹介パンフレット、動画、雇用確保に係るHPの制作に伴う費用の一部を支援。
→R2から：事業名を「広報ツール制作事業」とし、HP内に雇用確保に係るページを制作する場合も対
象に変更。

(6) 人材育成事業 （補助率1/2、上限150千円）
人材育成に伴う、研修受講、資格取得に要する経費の一部を支援。

(7) 産業財産権等取得事業 （補助率1/2、上限200千円）
産業財産権等の取得に向けた調査等に要する経費及び出願料の一部を支援。

(8) ブランド化推進事業 パッケージ等デザイン（補助率1/2、上限500千円）
パッケージ、ラベル等の制作に伴う、企画費、デザイン費の一部を支援。

(9) 販路拡大事業 （補助率1/2、上限250千円）
パンフレット、HP等の制作に伴う費用の一部を支援。
→R2から：HP制作は新規・リニューアルに関わらず、ECサイト・ネットショップ開設のみ対象に変更。

(10) カイゼン事業 （補助率1/2、上限500千円）
生産性向上等に係るカイゼン事業を実施する際に伴う、謝金、旅費、委託費の一部を支援。

2. 花巻工業クラブ事業補助金 338千円（前年度比△102千円）
市内工業界の発展のため、地域経済の振興に貢献する花巻工業クラブへの団体支援。

3. 産業支援施策制度説明会等開催 411千円（前年度比△154千円）
市と関係機関の各種支援施策等を市内企業及び支援機関へ周知。
→令和2年度は産業支援施策制度説明会を中止し、産業支援施策冊子を作成し市内企業及び支援機関へ周知

。
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○

資金需要に応じた融資制度の運用

市内の中小企業者に対し、円滑な事業資金の調達を支援することにより、中小企業の育成を図ることを目的に
実施している。

○市中小企業振興融資預託 290,000千円
市の中小企業振興融資に係る原資を金融機関に預託し、中小企業の円滑な事業資金の調達を支援
資金の種類：運転資金、設備資金、開業資金、経営安定資金、特産品開発資金
協調倍率：10倍

○中小企業振興融資利子・保証料補給 52,449千円
中小企業振興融資に係る利子・保証料を補助（令和3年3月から）

○中小企業県制度融資利子・保証料補給 27千円
県の制度融資に係る利子・保証料を補助

○中小企業震災融資保証料補給 485千円
東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に対し、保証料を補助
（平成26年度貸付分まで）

中小企業振興融資事業費

担当課長

事業手法の詳細１

中小企業振興融資事業 R2 342,961千円（＋16,533千円）

１．市中小企業振興融資預託 290,000千円（±0）
中小企業の資金需要に応えるため、融資原資を金融機関に預託し、円滑な事業資金の調達を支援する。
預託額×10＝融資枠
・預託先

岩手銀行 100,000千円
東北銀行 40,000千円
北日本銀行 45,000千円
花巻信用金庫 100,000千円
花巻農業協同組合 5,000千円

・資金概要
資金使途：運転資金、設備資金、開業資金、経営安定資金、特産品開発資金
貸付限度額：12,500千円～37,500千円（資金使途別に異なる）
貸付期間：7～10年以内（資金使途別に異なる）

R2新規貸付：131件、1,015,933千円 R2末債務残高：1,878,106千円

２．中小企業振興融資利子・保証料補給 52,449千円（＋17,642千円）
中小企業の経営基盤安定を支援するため、融資にかかる利子及び信用保証料を補助。
(1)中小企業振興融資利子補給補助金 33,685千円（＋18,185千円）

貸付利率 特産品開発以外：3年以内 2.7％（市が0.8％利子補給）
3年超 2.9％（市が0.9％利子補給）

特産品開発：市が全額補給
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者支援として制度を拡充し、
令和2年4月1日～5月1日までに受付した新規貸付分は当初3年間市が全額補給（補給率引上げ）。
→期間中の新規貸付：102件、900,925千円
補給率引上げ分のR2利子補給額：14,916千円

(2)中小企業振興融資保証料補給補助金 18,368千円（△543千円）
保証料 0.45％～1.70％（市が全額補給）

(3)他経費 利子補給計算業務委託料 396千円（±0）

３．中小企業県制度融資利子・保証料補給 27千円（皆増）
中小企業の経営基盤安定を支援するため、県制度融資に係る利子及び信用保証料を補助（R3.3月～）。
対象制度：商工観光振興資金、小口事業資金（小規模小口資金）、起業家育成資金（創業資金）
R2新規貸付：2件、5,967千円
(1)中小企業県制度融資利子補給補助金 1千円（皆増）

利子補給率：0.4～0.55％
(2)中小企業県制度融資保証料補給補助金 26千円（皆増）

保証料補給率：全額（0.45～1.5％）

４．中小企業震災融資保証料補給 485千円（△1,136千円）
東日本大震災により著しい被害を受けた市内中小企業者に対して、信用保証料を補給。
（平成26年度までに新規貸付けしたものの継続分のみ）
R2末債務残高：98件、363,006千円
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