7款 商工費
73 地場企業の育成・起業家支援
事業費…128,150千円
（中小企業振興預託金元金収入127,000千円 一般財源1,150千円）

担当課 … 商工観光課
予算書 … Ｐ121

◇事業内容
・中小企業経営安定資金 100,000千円
用途・・・運転資金、設備資金 融資限度額・・・1企業者800万円以内
・季節資金 27,000千円
用途・・・運転資金 融資限度額・・・1企業者300万円以内
・中小企業近代化等利子補給制度 600千円
・信用保証料補助負担金 300千円
市内の中小企業者の経営の安定と向上を促進するため、金融機関に運用資金を預け（預託）、中小企業
者に対する融資の円滑化を図っています。
また、融資に伴う利子支払額の補助や信用保証料補助など、融資の円滑化を図る制度もあります。
・城北地域先端技術波及促進協議会負担金 100千円
先端技術の研修や情報交換を図ることで、地場企業の育成・支援をします。
・中小企業団体中央会補助金 150千円
県内中小企業者の経済的地位の向上、発展に必要な組織化指導・育成を目的に事業を展開する中小企
業団体中央会を支援します。

74 労働雇用振興事業
事業費…200千円
（一般財源200千円）

担当課 … 商工観光課
予算書 … Ｐ121

就職に有利な技術の習得を目的とする玉名高等職業訓練校に補助金を支出しています。
◇事業内容
・職業訓練校補助金 200千円

75 各店舗の魅力を高める商業・商店街づくり
事業費…25,729千円
（一般財源25,729千円）

担当課 … 商工観光課
予算書 … Ｐ121

◇事業内容
・玉名商工会議所補助金・玉名市商工会補助金 18,300千円
地域経済団体として市内の中小企業者の育成並びに中小企業支援事業等を推進し、会員及び地域
商工業の振興・発展を図ります。
・市商店会連盟補助金 400千円
本市の商業団体の活性化と人材育成を目的とした研修やまちづくり・地域交流事業等に対し支援を行う
とともに、単位商店会の地域活性化の取組みを支援します。
・市商店街イベント事業助成金 1,500千円
夜市など賑わいのある商店街づくりを目指すイベント事業を支援し、商店街活動の活性化を図り、本市
の商業の発展を促進します。
・商店街空き地空き店舗対策事業補助金 1,000千円
市内の中心市街地の区域内にある空き地空き店舗を活用して、不足業種や新規業態を誘致するなど、
賑わい創出に効果が期待できる事業に補助金を交付します。
・商店街共同施設助成金 4,529千円
商店街が設置する街路等や防犯カメラ等の施設整備を支援することにより、本市商業の振興発展と消費
者の利便性の向上につなげます。
商店街イベント事業

玉名納涼花火大会
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7款 商工費
76 特産・物産品の開発、販売促進
事業費…615千円
（一般財源615千円）

担当課 … 商工観光課
予算書 … Ｐ121

観光客の多様なニーズにこたえるために、各種団体と一
体となり、多種多様な地元産品を生かし、「玉名ブランド」を
創出するとともに、市内外での「玉名物産展」の開催を行い
ます。
◇事業内容
・県物産振興協議会負担金 515千円
熊本の物産並びに観光振興を図る事業を行い、商工
観光業の発展を育成・助成し、熊本県の経済発展に
寄与することを目的としている協議会です。
主な事業として大阪阪神百貨店における物産展を開
催しています。
本市、熊本市ほか5市と県が構成団体となっています。
・県物産振興協会負担金 100千円
県産品の販路拡大や斡旋、物産館等の運営、新商品
の開発及び品質の向上並びに県産品に関する情報
の収集・提供などを行っています。
また、九州新幹線全線開業に伴い、関西圏域における
物産展も開催しています。
民間事業者、商工団体、自治体など約500会員で構成
されています。

地産フェアーの様子

阪神百貨店物産展の様子

77 企業誘致の推進
事業費…100,968千円
（一般財源100,968千円）

担当課 … 商工観光課
予算書 … Ｐ122

地域経済への相乗効果が得られるような優良企業の
誘致活動に努め、地元への安定した就労の場の確保の
ために、九州はもとより関西、東海、関東方面の企業を
訪問し、本市のアピールを行います。
また、本市の産業振興と雇用機会の拡大を図ることを
目的として、市内に新設又は増設した工場等が一定の
条件を満たした場合には、奨励金等を交付するとともに、
既に市内へ進出した企業へのアフターフォローを充実し、
玉名に根付いた企業の活性化を図ります。
◇事業内容
工場等設置奨励費補助金 94,790千円 など
平成26年3月､ベストアメニティ株式会社(食品製造
業。本社：福岡県久留米市)と工場立地協定を締結
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7款 商工費
78 観光情報サービスのネットワーク化
事業費…15,029千円
（一般財源15,029千円）

担当課 … 商工観光課
予算書 … Ｐ123 ～ Ｐ124

新玉名駅の利用者の利便性を図るとともに、本市や県北地域の交流の場として駅舎に併設した観光ほっとプ
ラザ「たまララ」では、本市をはじめとする県北地域の観光案内や物産の販売、軽食の提供を行っています。
また、近隣市町をはじめ県北・九州観光都市との連携強化を図り、歴史、文化、自然、景観、食、温泉などの
豊富で魅力ある観光資源を活かした情報発信と誘客に取り組みます。
◇事業内容
・観光交流センター費（観光ほっとプラザ「たまララ」） 13,989千円
・県北観光協議会負担金 317千円 など

県北観光協議会の福岡キャンペーン

観光ほっとプラザ「たまララ」の内部

79 特色ある観光地づくり
事業費…18,119千円
（県1,437千円 一般財源16,682千円）

担当課 … 商工観光課
予算書 … Ｐ123 ～ Ｐ124

観光地の差別化による魅力向上を目指して、観光旅行商品の開発、観光地・温泉旅館でのおもてなしの向
上を図るなど、観光客のニーズを踏まえたリピーターの増加を促進します。
また、玉名ならではの観光資源を生かした情報を発信することにより、認知度向上を図り観光イベントへの誘
客を促進します。
◇事業内容
・小岱山ふるさと自然公園管理事業 4,111千円
・広告事業 1,000千円
・松原海水浴場清掃及び警備事業 5,499千円
・岱明・横島・天水夏まつり補助金 5,050千円 など

小岱山登山コースにある『仁王ヶ滝』

県北唯一の海水浴場『鍋松原海水浴場』
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7款 商工費
80 観光組織体制の強化
事業費…15,929千円
（一般財源15,929千円）

担当課 … 商工観光課
予算書 … Ｐ124

◇事業内容
・観光協会補助金 12,308千円
観光事業の発展を図り観光客を誘致し、併せて郷
土の特産品の宣伝紹介と観光地としての文化産
業交通の発展を促進することを目的としている協
会であり、玉名観光の戦略の要となっています。
玉名への誘客のため、様々なイベントの実施や物
産品の販売促進、接客術の向上のための「おもて
なし研修」など多岐にわたり、本市の観光振興や
物産振興を行っています。
また、観光ほっとプラザ「たまララ」の指定管理者と
して運営をしています。
・玉名温泉観光旅館協同組合振興補助金
3,500千円 など
観光客の誘客に伴う広告宣伝及びイベントに関連
する事業など組合としての基本的事業のほか、地
域との連携により玉名温泉の活性化を目指してい
ます。

立願寺公園（しらさぎの足湯）

81 草枕交流館
事業費…9,073千円
（自動販売機手数料等132千円 一般財源8,941千円）

担当課 … 商工観光課
予算書 … Ｐ123 ～ Ｐ124

夏目漱石の小説「草枕」と、その舞台となった前田家別邸にかかわる歴史及び文化を紹介するとともに、全
国の漱石ファンを交えた文化の交流及び創造を図り、地域における観光の振興と産業の活性化を目的として、
様々な事業を行います。
◇事業内容
・常設展示等の案内（一般から団体までの案内説明対応）
・関連企画展等の企画と実施
・関連資源を活用した研修会やイベント等の実施
・前田家別邸ほか関連史跡などの管理
・地域特性を活かした観光誘致企画の立案等
・地域観光協議会やボランティア団体等との連携による観光推進

草枕交流館

草枕ウォーキング
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7款 商工費
82 ふるさとセンターＹ・ＢＯＸ
事業費…1,900千円
（一般財源1,900千円）

担当課 … 商工観光課
予算書 … Ｐ123 ～ Ｐ124

本市では産業振興・観光振興に資するため、市ふる
さとセンターY・BOX、市横島農産加工研修センター、市
横島農業体験施設を設置しています。
ふるさとセンターY・BOXでは、特産物のいちごを使った
加工品等物産品を展示販売しており、多くの市民や観光
客に利用していただいています。
平成26年4月1日から平成31年3月31日までの期間、
（有）横島町特産物振興協会が指定管理者として、これ
ら3つの施設の維持管理を行っています。
◇事業内容
・施設改修工事 1,900千円

83 草枕温泉てんすい
事業費…0円
（指定管理納付金として4,000千円の収入があります）

ふるさとセンターＹ・ＢＯＸ

担当課 … 商工観光課
予算書 … Ｐ124

草枕温泉てんすいは、夏目漱石の天水町来町100年の記
念事業として、平成9年5月1日にオープンしました。
有明海一帯を眺望する露天風呂、大浴場のほか、漱石が
入浴した前田家別邸の浴場を再現、小説をイメージした”草
枕の湯”などを備えた施設は、県内有数の観光名所です。
現在、指定管理者制度を導入し、㈱池田建設を指定管理
者としています。

草枕温泉てんすいの露天風呂

84 消費生活センター事業
事業費・・7,795千円
（県4,463千円 一般財源3,332千円）

担当課 … 生活安全課
予算書 … Ｐ124 ～ Ｐ125

玉名市消費生活センターにおいて、市民が安心して暮らせ
るよう消費生活に関する相談や苦情を受け、その解決に向け
たアドバイスやあっせんを行います。
また、消費者トラブルが増加する中で、社会経験が十分で
ない若者やその保護者、または高齢者等に対し、出前講座や
広報等を通して啓発活動を行い、消費者被害の未然防止に
努めています。
さらに、多重債務問題は、単に消費生活相談という枠にと
どまらない深刻で重大な相談事項であり、多重債務問題の解
決が健全な社会の形成に極めて重要であります。そのため、
法律の専門家等による相談日を設けたり、相談者の生活再
建のために、家計管理のお手伝いをしています。
消費者が品物を購入、使用の際に適切な情報提供と安全
を図ることが出来るよう、店舗等が市の区域内のみに所在す
る業者においては、県と協力して適正な品質表示などの検査
も実施します。
消費生活の多様化に伴い、増加する消費者トラブルに対応
するために、市は今後も継続して消費者行政体制の充実とと
もに維持・強化を図っていきます。
・消費生活センター設置・・・H23年6月
・設置場所・・・市庁舎1F
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ひとりで悩まないで、まず相談を！

