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津山市帰ってきんちゃい若人応援基金 実績報告書

令和３年４月

津山市帰ってきんちゃい若人応援基金は、市内外の産業界等の協力をいただいて、奨学金の返還の補助事業を行うことに

より、若者の定住の促進及び地域を支える優秀な人材を確保するために設置しました。

平成 28 年度から令和元年度にかけて、寄付金と津山市からの出捐分を積み立ててきました。令和 2年度から、基金を取

り崩し補助金に充てています。

基金の積立と取崩状況

※令和 3年 3月 31 日現在の基金残高＝(A)-(B)+(C)+(D)-(E)＝154,294,740 円

※取崩額(E)は、令和 2年度に交付した 24 人分の補助金合計

年度 寄付金額(A) 左記のうち企業版

ふるさと納税分(B)

津山市出捐(C) 利息(D) 取崩(E)

平成 28 年度 4,887,000 円 制度なし 50,000,000円
平成 29 年度 4,117,000 円 100,000 円 50,000,000円
平成 30 年度 3,808,000 円 700,000 円 50,000,000円 244,207円
令和元年度 1,710,000 円 1,700,000 円 1,344,000円 44,466円
令和 2年度 0円 制度なし 0円 1,067円 9,361,000円
合計 14,522,000 円 2,500,000 円 151,344,000円 289,740円 9,361,000円



- 2 -

ご寄付をくださった事業所様一覧（別紙のとおり）

匿名のお申し出があった事業所様のお名前は掲載しておりません。

学生登録、就業届、補助申請の状況

※「その他」は、令和 4年 4月以降の卒業予定者、高校卒業後に就業した者、高校卒業後の進路が不明な者、卒業(予定)年

月不明者の合計です。

卒業(予定）年月 令和 3年 3月末現在

登録者数(A)

(A)欄のうち就業届受理数

(B)

(B)欄のうち補助金
交付申請済数(C)

平成 29 年 3 月 67 人 50 人 30人
平成 30 年 3 月 80 人 47 人 －

平成 31 年 3 月 77 人 32 人 －

令和 2年 3月 94 人 46 人 －

令和 3年 3月 86 人 － －

令和 4年 3月 65 人 － －

その他※ 11 人 － －

合計 480 人 175 人 30人
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補助金の交付要件

⑴ 大学等を卒業した翌月から通算して３年以上本市に定住し，かつ，津山圏域の事業所において通算３年以上常用雇用

者として就業していること。

⑵ 大学等を卒業した年の翌年の４月３０日までに常用雇用者として就業していること。

⑶ 日本学生支援機構奨学金、津山市奨学金、磯野計記念奨学金の返還金の月額の３６か月相当分の支払を完了している

こと。

⑷ 自営業の場合は，補助金の交付を申請する前年の収入が，１３０万円を超えていること。

⑸ 補助金の交付を申請する日における年齢が，満３０歳未満であること。

⑹ 市税等の滞納がないこと。

⑺ 公務員でないこと。

⑻ 津山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。

【お問合せ、連絡先】津山市教育委員会次世代育成課

〒708-8501 津山市山北 520 電話 0868-32-2009 FAX0868-32-2157



ご寄付をくださった事業所様一覧（平成28．29．30．31年度分） 順不同

ｅａｒｔｈｄｅｖｅｌｏｐ財和 久米保険プラザ 内外電機(株)津山工場
(株)アイ・エス クリーニングサンライズ 中島自動車
青草住建 クリナップ(株)岡山工場 長滝林業
(有)あおやぎ住宅 康栄塗装工業 中塚左官工業
(株)青山建設 楮原木材 (有)永礼産業
(有)赤羽根木工所 (株)河本電機 奈義法然窯
赤堀電器 河本工業 仁木鉄工(株)
(有)アグリ久米 (有)髙本ワインダー 西矢保険事務所
(有)浅野呉服店 (医)こころ勝北診療所 (株)日本植生グループ本社
芦田正之 (有)五大 ノジョウ金属
芦田産業(株) 児玉木材 花元工業
(株)アップルコーポレーション (株)コンメム (有)林石材店
(有)アトリエ運送 坂田砕石工業(株) (株)バンバラ自工
あなみ(株) 坂本工業(株) (株)ビーテックス
(株)アミパラ 笹井社会保険労務士事務所 美創
綾部草加部工業団地企業協議会 (有)サシコー家具店 ビューティサロンサンタモニカ
(株)ありき (株)サワタ ビューティサロンフジ
池上電気 山陽ロード工業(株) 平田畳店
池田精工(株) 山陽技研(株) 広戸花店
ＩＫＯＭＡロボテック(株) 三和精密(株) (有)ファインアートかわばた
イソダスタジオ (有)重松鉄工所 (有)ファミリーショップマエバシ
井上不動産(株) (株)シディック フォレスト．オグラ
今井醤油醸造場 倭文工舎 富士岡山運搬機(株)
(有)今村建築事務所 (有)清水運送 (株)藤木商事
インテリアコサカ (株)笏本縫製 (株)フジケン工業
院庄林業(株) (株)ジャンボ不動産 (株)藤本林業
(有)上畑モータース 正田食品(株)津山工場 藤本ランドリー
(有)宇治鈑金塗装 (有)食堂東山 ｈａｉｒ+ｅｆｕ
うじひら木材産業(株) 新成金属工業 保険シーエス
(株)エムアイエス 末沢建設(株) 久米保険プラザ
(株)ＬＣＳ (株)すえ木工 (有)ほんごう
オーエヌ工業(株) (有)スピリッツ まちだ自動車
大寺木材 青雲急送 町田美粧院
岡田医療器械店 (株)セキサン 松下洋祐(個人事業主)
岡山県建設業協会津山支部 全秦通商(株) (株)松建
(有)小椋創建 (有)セントラルフーズ (有)松本製材所
お好み焼ひなせ (株)杣 松本林業
(有)オフィス松本 (株)大栄 (有)松本組
尾島洋品店 大進建設(株) (株)マルイ
(有)オフィス松本 大丸商店 水島林業
(有)カ―フレッシュＢＥＮ (有)たかつか 水島建設
香川商店 (株)高矢組 (株)光岡製作所
(株)勝浦建設工業 タカラ産業(株) ミドリ理容室
かねとうパン店 ㈱タケチ柵原工場 美作宇野簡易郵便局
加茂観光バス(有) (株)タナベ (株)本山合金製作所
加茂郷漁業協同組合 田辺造園 山一水産(株)
(株)加茂自動車整備工場 (有)田端建設 やまさき呉服店
(有)加茂車輌 田村工務店(株) (株)山田養蜂場
加茂繊維(株) (公財)中国労働衛生協会　津山検診所 山本左官工業
菅田(株) (一財)中国電気保安協会津山営業所 山本自動車
看板屋コウモト (株)津山朝日新聞社 (有)吉元石材
岸本林業 津山ガス(株) 読売Ｙ．Ｃ美作加茂
木村商店 津山金融懇談会 理容たかた
共和機械(株) 津山工業原料(株) 両備ホールディングス(株)
(有)協和ソーイング 津山市森林組合 理容矢島
(有)久井田工業 津山信用金庫 (有)レックデザイン
久米カントリークラブ 津山農業協同組合 (株)環光
久米建設(株) (公社)津山法人会久米支部会 和田工務店
(株)久米新聞販売所 (株)天満屋津山店 渡辺加工所
久米スズキ販売 (株)天満屋ストア 上記ほか24事業所
久米スタンプ会 年岡造園
(株)久米精工 (有)豊福鮮魚店


