男町 紙

導入促進基本計画
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先端設備等 の導入 の促進 の 目標
(1)地 域 の人 口構造、産業構造及び中小企業者 の実態等
本市 の総人 口は、昭和 55(1980)年 の約 16万 4千 人を ピー クに減少 が続 いてお り、
平成 27(2015)年 の国勢調査では約 13万 6千 人 となってい る。また昭和 55年 以降、
年少人 口と生産年齢人 口の減少率は総人 口の減少率を大きく上回 り、平成 27年 時点
で年少人 口比率は 12.2%、 生産年齢人 口比率は 54.5%に 低下。一方、同年 の高齢化
率は 33.3%と 上昇 してい る。
年齢階級別社会移動の状況 では、若 い世代 の転出者 が多 く男性では 10代 の転出が
多 く、女性では 20代 の転出が最 も多 くなつている。
高等学校卒業等 をきつか けに転出 して い ると考えられ る年齢以上 の層 の転出超過
が多 く、現状 が続 く場合就業者数 の減少に伴 う産業活力 の低下、労働力の需要 と供給
の不均衡 による恒常的な労働力不足へつ ながる可能性がある。
市内産業構造については、経済センサ スによると平成 26年 時点で従業員数は第一
次産業 311人 (構 成比 0.5%)、 第 二次産業 14,720人 (構 成比 26。 1%)、 (公 務除 く)
第二次産業 41,319人 (73.3%)と なっている。
事業所数 については同調査時点 で第一次産業 27(構 成比 0。 4%)、 第二次産業 1,196
(構 成 比 18。 2%)、 (公 務除 く)第 二次産業 5,225(構 成比 81.3%)と なってい る。
第一次産業以外 の従業員規模別 に事業所、従業員数 の推移 をみると平成 21年 か ら
26年 の間では従業員規模 9名 以下の小規模な事業所 について事業所数、従業員数 とも
に減少傾 向であるが、従業員規模 10名 以上の事業所は事業所数 。従業員数 ともに増
加傾向にある。
市内総生産構成比については、平成 27年 度市町民経済計算によると、岩国市 にお
ける市内総生産は 5,398億 6,300万 円で前年比 86%増 加 してお り、
近年は増加傾 向
となってい る。また、同調査にお いて産業分類 の構成比は製造業が 28%で 最 も割合 が
高 く、主要な産業 となつている。次 いで建設業 (11%)、 不動産業 (9%)、 保健衛生 。
5。

社会事業 (9%)、 卸売・ 小売業 (8%))の 順 となっている。 また 10年 前 (平 成 18年
度)と の比較 によると、製造業、建設業の伸びが全体 の生産額 の増加 に大き く影響 し
てい る。
対 して、卸 。小売業については近年事業所数 。従業員数 の減少率に比べ年間商品販
売額 の減少 が大き く、生産性が落 ちてい ることが伺 える。
県内同規模 の都市 (宇 部市、山 口市、防府市、周南市)と の比較では、周南市を除
く各市 の平成 27年 度総生産額は 5年 間で最 も高 くなってい るため県内の傾 向として
総生産額 は増加傾向となってい ると思われる。
また都道府県別 の後継者不在率は山口県が第 2位 となつてお り、岩国市内の事業所

訪問等 の際 にも、事業承継 についての相談や人材不足の状況を聴取 してお り、産業基
盤 の維持 のため生産性 の 向上 。人材不足 の是正は喫緊の課題 となってい る。
市内中小企業者 の実態については、「岩国市内中小企業経営動向調査」によると、
全産業にお いて売上高は不振なが ら改善傾 向にあ り、また設備投資の動向については、
全産業で近年実施傾 向がみ られ 、公共工事 の供給による設備新設・増設 が促 されてい
る。 しか し全産業的に人手不足 。人材不足が深刻化 してお り、業況回復に向けた懸念
材料 となってお り、景気 の好転 と暗転 の一進一退 の状況が続 いている。

(2)日 標
岩 国市 にお け る先端設備 等導入 計画 の認 定件数 を計画期 間 中に 70件 とす る

(3)労 働 生産性に関す る日標
岩国市では、生産性向上特別措置法第 37条 第 1項 の規定に基づ く導入促進基本計
画を策定 し、中小企業者 の先端設備等 の導入を促す ことで、先端設備等導入計画が認
定 され る事業者 の労働 生産性 (導 入促進指針に定めるもの をい う)が 年率 3%以 上 向
上す ることを 目標 とする。
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先端設備 等 の種類
多様 な産 業 の 多様 な設備 投資 を支 援 す る観 点 か ら、本計画 にお い て 対象 とす る設備

は、
経 済産 業省 関係 生産性 向上 特別措 置法施行 規則 第 1条 に定 め る全 ての 設備 とす る。
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先端設備等 の導入 の促進 の内容に関する事項

(1)対 象地域
市内で広 く事業者 の生産性向上を実現す る観υ
点か ら、本計画の対象区域 は、市内全
域 とす る。

(2)針 象業種 。事業
本計画において対象 とする業種 は、全業種 とする。また、生産性向上に向けた事業
者 の取組 は、新商品の開発、自動化 の推進、IT導 入による業務効率化、省 エネ の推進
等多様 である。従 つて本計画 においては、労働 生産性が年率 3%以 上に資する と見込
まれ る事業であれば、幅広 い事業を対象 とす る。
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計 画期 間

(1)導 入 促進 基本 計画 の 計 画期 間
本計画 の 計画期 間 は 国 が 同意 した 日か ら 3年 間 とす る。

(2)先 端設備等導入計画 の計画期間
本計画における先端設備等導入計画 の計画期間は、国の指針 と同様投資効果 が表れ
るまで長期 間を有す る投資も支援対象 とす るため、 3年 間、4年 間も しくは 5年 間 と

する。
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先端設備等 の導入 の促進 に際 し配慮すべ き事項
人員削減を目的 とした取組 を先端設備等導入計画 の認定の対象 としない等、雇用 の
安定に配慮す る。
公序 良俗 に反す る取組や、反社会的勢力 との関係 が認められるものについては先端
設備等導入計画の認定の対象 としない等、健全な地域経済の発展 に配慮す る。
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用紙 の大きさは 日本 工業規格 A4と す る。

