
令和元年度実施　事務事業評価・実施計画 № 112

Plan

事業名 中小企業事業資金融資事業 事業類型 法定（裁量含む） ○ 区分 継続

予算科目 一般 会計 7 款 1 項 1 目 171 345

担当部署 部 産業部 課 産業振興課

総合計画体系 めざすまちの姿 基本計画 ６－①工業を盛んに

事業の目的 中小企業者の経営の安定及び振興を図り、中小企業の健全な発展に寄与する。

事業の概要

Do

事務事業評価 （単位：千円）

事業内容と活動実績 決算見込額 内、特定財源

2,531 0

0 0

91 0

0 0

0 0

5,446 0

合計 8,068 0

Check

成果指標

成果指標名（単位）

年度末融資申請件数（件）

判定 判定理由や課題、改善した点など

必要性 A 中小企業活性化は、産業全体の空洞化防止、雇用の安定に貢献している。

有効性 A 事業資金の運用がより円滑に進むようになる。

効率性 B 利子の一部であるため、補助金額自体が大きくなく、費用に対する効果は良好である。

Action

事業費 左記についてのコメント

維持 次年度 維持

実施計画 （単位：千円）

事業内容
令和元年度

①中小企業事業資金融資（小口資金・景気対策特別資金）

②静岡県短期経営改善資金利子補給

③中小企業高度化あっ旋融資

④開業パワーアップ支援資金利子補給金

⑤新分野貸付資金利子補給

⑥成長分野貸付資金利子補給金

⑦信用保証料補給金交付

３か年の合計事業費 32,427

実施
計画

事業1 事業2

６　産業の発展や交流による活力あふれ
るまち

①中小企業事業資金融資（小口資金・景気対策特別資金）
②静岡県短期経営改善資金利子補給
③中小企業高度化あっ旋融資
④開業パワーアップ支援資金利子補給金
⑤新分野貸付資金利子補給
⑥成長分野貸付資金利子補給金
⑦信用保証料補給金交付

平成30
年度

①中小企業事業資金融資（小口資金・景気対策特別資金）　融資実績：45件

②静岡県短期経営改善資金利子補給　融資実績：13件

③中小企業高度化あっ旋融資　融資実績：0件

④開業パワーアップ支援資金利子補給金　交付実績：6件

⑤新分野貸付資金利子補給　交付実績：0件

⑥成長分野貸付資金利子補給金　交付実績：0件

⑦信用保証料補給金交付　交付実績：46件

H29実績 H30目標 H30実績 R1目標

小口8
景気33
短期15

小口8
景気33
短期15

小口7
景気38
短期13

小口10
景気40
短期15

事業の
評価

今後の
方向性

経済変化の著しい状況において、市内中小企業の経営安定・合理化に資するためには、継続実施が必要で
ある。

令和2年度 令和3年度



令和元年度実施　事務事業評価・実施計画 № 113

Plan

事業名 小規模事業経営改善支援事業 事業類型 法定（裁量含む） ○ 区分 継続

予算科目 一般 会計 7 款 1 項 1 目 170 342

担当部署 部 産業部 課 産業振興課

総合計画体系 めざすまちの姿 基本計画 ６－①工業を盛んに

事業の目的 小規模事業者の振興と安定を図るため、商工会に補助する。（商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律）

事業の概要

Do

事務事業評価 （単位：千円）

事業内容と活動実績 決算見込額 内、特定財源

（湖西） 14,250 0

（新居） 6,170 0

合計 20,420 0

Check

成果指標

成果指標名（単位）

経営指導員による相談件数（回） 5,307 3,300 3,433 3,500

判定 判定理由や課題、改善した点など

必要性 A 小規模事業者からの相談を受け、市内事業者全体の問題把握、支援が実施されている。

有効性 B 経営指導員により、市内小規模事業者の経営改善につながっている。

効率性 A

Action

事業費 左記についてのコメント

維持 次年度 維持

実施計画 （単位：千円）

事業内容
令和元年度

・事業継承対策他

３か年の合計事業費 61,260

実施
計画

事業1 事業2

６　産業の発展や交流による活力あふれ
るまち

・経営改善普及事業
・中小企業活性化対策支援事業
・地域支援事業

平成30
年度

・相談、指導事業　1167件（湖西）　2255件（新居）　　

・会員数　1266名（湖西）　534名（新居）

H29実績 H30目標 H30実績 R1目標

事業の
評価

商工会による各種事業に対し補助することにより、市が直接実施するよりも負担が抑えられ、かつ事業を通じ市内２商
工会の情報共有の基盤構築につながり、相互の可視化と改善に繋がることが期待できる。

今後の
方向性

社会情勢にあった、小規模事業者の現状と課題の把握、支援のための必要な事業に対する補助
金を精査していく。

令和2年度 令和3年度



令和元年度実施　事務事業評価・実施計画 № 114

Plan

事業名 企業立地促進事業 事業類型 ソフト ○ 区分 継続

予算科目 一般 会計 7 款 1 項 4 目 179 359

担当部署 部 産業部 課 産業振興課

総合計画体系 めざすまちの姿 ５　調和のとれた便利なまち 基本計画 ６－①工業を盛んに

事業の目的

事業の概要

Do

事務事業評価 （単位：千円）

事業内容と活動実績 決算見込額 内、特定財源

湖西市企業立地促進条例の規定に基づき立地した企業に対し、補助金を交付した。

16,500 8,250

246,200 0

その他 28 0

合計 262,728 8,250

Check

成果指標

成果指標名（単位）

新規立地件数（件） 0 1 1 1

判定 判定理由や課題、改善した点など

必要性 B 企業誘致を促進するためには、必要な制度である。

有効性 B 他市町と比較して、小規模事業者でも活用しやすい制度となっている。

効率性 A 必要最小限の人員で対応しており、改善の余地はない。

Action

事業費 左記についてのコメント

維持 次年度 縮小

実施計画 （単位：千円）

事業内容
令和元年度

立地企業に対し、奨励金を交付する。

３か年の合計事業費 236,347

実施
計画

事業1 事業2

企業立地促進奨励金を交付することにより、本市における企業の立地を促進し、もって本市産業の振興と雇用機会の拡大を図る
。

市内に新たに土地を購入し、業務を開始した事業者に対し、補助金を交付する。
・用地取得奨励金：用地取得費の20％～40％をを補助する。
・雇用奨励金：新規雇用1人につき100万円（パートタイマーは50万円）を補助する。
・設置奨励金：固定資産税相当額の1/2を補助する。

平成30
年度

・用地取得奨励金および雇用奨励金　1社

・設置奨励金　9社

H29実績 H30目標 H30実績 R1目標

事業の
評価

今後の
方向性

・市内企業の規模拡張、市街企業の進出、工業系用途地域の未利用地の活用において有効な制
度である。
・設置奨励金の交付が終了する企業があるため、予算は縮小する。

令和2年度 令和3年度
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