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■目次（制度別①）
目 的 補助金・融資等の特徴等

事業転換、体質改革を図りたい 総合的な支援メニューから、経営課題に応じて

選択可能総

事業計画を評価してほしい 創業や経営革新を目指す企業等の事業計画を専

門家が評価合

製品開発・技術開発をしたい 経営革新のための調査、研究費を２／３補助

地場産業の活性化を図りたい 「地場産業」の活性化を支援

ビジネスプランコンペに挑戦した 独創性のあるビジネスプランを募集

い（奨励金）

新規に開業・開店したい 県内で新規に創業する方に最高300万円を補助

ベンチャービジネスで飛躍したい 新規性に優れたベンチャー企業を支援、補助限

度額1,000万円

新商品を開発したい 地域における新産業の育成を支援

ＩＴを利用した新事業を始めたい ＩＴを利用し、地域の資源を活かした地域発の

新しいビジネスを支援

共同研究をしたい 大学・公設試験研究機関との共同研究開発に最

高1,000万円を補助補

事業化につなげていくための県内の各種研究会

等の運営経費等を助成

研究開発地域をリードする優れた企業を育成

法人格を取得したい 法人格取得でパワーアップ、登記費用の一部を

助成助

コミュニティビジネスを始めたい コミュニティビジネス開業経費を補助

売れる食品を開発したい 食品製造業者の商品開発を支援

木製品の開発・改良をしたい 木材を活用した新製品の開発を支援

環境ビジネスを始めたい 産業廃棄物の発生抑制・減量化・再生利用を支

援金

施設・設備を整備したい 特定地域内の工場・事業所の新増設に補助

工場を新設したい 工場新設等を支援

コールセンター・データセンター 情報通信関連企業の立地に対し、最大１０億円

・情報サービス事業を始めたい の補助

商店街の振興を図りたい 空き店舗の解消と発生防止のため賃借料、改装

費、既存店の宣伝広告費等を補助

商業の活性化によるまちづくり促進

競争力の強化に取り組む商店街団体を支援

中心市街地の商業基盤施設の整備等を支援

中心市街地の活性化に取り組むＴＭＯ等を支援

商店街活性化のための支援

新製品・新技術を開発し製品化し 高度技術産業集積地域内の新製品・新技術の研

たい 究開発・製品化のための融資融

機械設備を導入したい 長期かつ低利で設備を割賦販売又はリース資



制 度 名 掲載頁

１．経営改革総合支援事業（フェニックスプラン２１） １

２．事業可能性評価事業 ４

３．中小企業経営革新支援対策費補助金 ５

４．地場産業創出等支援事業 ７

５．金のタマゴ発掘事業 ８

６．独創的創業支援事業 ９

７．ベンチャービジネス支援事業 １０

８．新分野進出等企業支援補助事業 １１

９．ｅー地域ビジネス助成金 １２

１０．産学官技術開発実用化事業 １３

１１．産学官研究会支援事業 １４

１２．テクノ共同研究開発助成事業 １５

１３．テクノ法人化促進助成事業 １６

１４．コミュニティビジネス立ち上げ支援事業 １７

１５．食品産業活性化事業費 １８

１６．木製品ベンチャー支援事業費補助金 １９

１７．環境と調和した産業づくり支援事業補助金 ２０

１８．電源過疎地域等企業立地促進事業 ２１

１９．企業立地促進事業（重点企業導入促進助成事業 製造業等） ２２

企業立地促進事業（重点企業導入促進助成事業 資源循環） ２３

企業立地促進事業（重点企業導入促進助成事業 雇用促進） ２４

２０．企業立地促進事業（情報通信関連企業立地促進事業） ２５

２１．商業活性化総合支援事業①（空店舗等利活用事業） ２６

商業活性化総合支援事業②（商店街環境整備等事業） ２７

商業活性化総合支援事業③（商店街競争力強化支援事業） ２８

２２．リノベーション補助金 ２９

２３．中心市街地商業活性化推進事業 ３０

２４．商店街等活性化事業 ３１

２５．研究開発型企業育成資金 ３２

２６．設備貸与制度（国） ３３



■目次（制度別②）
目 的 補助金・融資等の特徴等

長期かつ低利で設備を割賦販売又はリース

取得設備費の1/2まで無利子で貸付け

工場用地を取得したい 工場等の新増設に対して融資、融資限度額10億

円

融 工場を新増設したい 発電用施設周辺地域の工場の新増設に対して融

資、融資限度額2億円

無利子の長期資金で地域経済の振興を支援

新規開業したい 新規開業者（開業後５年以内の方を含む）を資

資 金面から支援

創業支援資金を利用した中高年齢者等の利子負

担を助成

資金を調達したい 中小企業者の事業資金を支援

小規模企業者の事業資金を支援

災害にあった中小企業者の事業資金を支援

新たな事業に取り組みたい 県内企業の意欲的な取り組みを支援

他企業事業継承の際支援を受けた 営業譲渡を受ける中小企業者の事業資金を支援

い

経営を立て直したい 業況の悪化している企業等の事業資金を支援

中小企業者の再建、再チャレンジを支援

経営基盤を強化したい 中小企業診断士の助言が一体となった長期・低

利の直接融資

専門家の指導を受けたい マーケティング活動を総合的に支援

起業のアドバイス受けたい 女性の起業家を育成するセミナー情報の発信、

コンサルティングの実施

専門家の指導を受けたい 経営課題解決のため民間専門家を派遣

斬新な経営感覚を身につけたい 商売・事業・経営の様々な問題・悩み・疑問解

そ 決のため相談窓口を設置

ＩＴの人材を育てたい ＩＴ人材育成のためのＩＴ技術の実践的研修や

ＩＴ活用セミナーを開催

の 管理者の育成を図りたい

事業開始に事務所が欲しい 創業する方に低料金で事務所を提供

首都圏での活動拠点を確保したい 首都圏での活動拠点となる共同オフィス（貸し

他 ブースを）低料金で提供

研究施設、設備機器を使用したい 開放研究室、設備機器等を低料金で開放

研究施設、設備機器を使用したい 開放研究室、設備機器等を開放



制 度 名 掲載頁

２７．秋田県機械類貸与制度（県単独） ３４

２８．小規模企業者等設備導入資金（国） ３５

２９．秋田県企業立地促進資金 ３６

３０．秋田県発電用施設周辺地域等企業導入促進資金 ３７

３１．ふるさと融資 ３８

３２．新事業展開資金（創業支援資金） ３９

３３．創業支援資金利子助成事業 ４０

３４．中小企業振興資金（一般資金） ４１

３５．中小企業振興資金（小規模事業振興資金） ４２

３６．中小企業振興資金（中小企業災害復旧資金） ４３

３７．新事業展開資金（事業革新資金） ４４

３８．新事業展開資金（事業継承資金） ４６

３９．経営安定資金 ４７

４０．再建企業特別融資資金 ４９

４１．高度化資金 ５０

４２．あきた目利き倶楽部事業 ５１

４３．あきた女性チャレンジサポート事業 ５２

４４．専門家派遣事業 ５３

４５．専門家相談窓口開設事業 ５４

４６．戦略的情報化推進事業 ５５

４７．ものづくり経営体質強化研修事業 ５６

４８．創業支援室（貸し事務所） ５７

４９．秋田ビジネスサポートセンター（貸しブース） ５８

５０．工業技術センター 施設・設備 ５９

５１．高度技術研究所 施設・設備 ６０



■目次（事業目的別①）
事業目的 補助金・融資等の特徴等

起業化・新規創業 独創性のあるビジネスプランを募集

・新事業支援 県内で新規に創業する方に最高300万円を補助

新規性に優れたベンチャー企業を支援、補助限度額1,000万円

ＩＴを利用し、地域の資源を活かした地域発の新しいビジネスを支

援

法人格取得でパワーアップ、登記費用の一部を助成

コミュニティビジネス開業経費を補助

女性の起業家を育成するセミナー情報の発信、コンサルティングの

実施

創業する方に低料金で事務所を提供

新製品・新技術開 経営革新のための調査、研究費を２／３補助

発支援 「地場産業」の活性化を支援

地域における新産業の育成を支援

食品製造業者の商品開発を支援

木材を活用した新製品の開発を支援

高度技術産業集積地域内の新製品・新技術の研究開発・製品化のた

めの融資

開放研究室、設備機器等を低料金で開放

開放研究室、設備機器等を開放

共同研究支援 大学・公設試験研究機関との共同研究開発に最高1,000万円を補助

事業化につなげていくための県内の各種研究会等の運営経費等を助

成

研究開発地域をリードする優れた企業を育成

設備投資等支援 特定地域内の工場・事業所の新増設に補助

工場新設等を支援

情報通信関連企業の立地に対し、最大10億円の補助

長期かつ低利で設備を割賦販売又はリース

長期かつ低利で設備を割賦販売又はリース

取得設備費の1/2まで無利子で貸付け

工場等の新増設に対して融資、融資限度額10億円

発電用施設周辺地域の工場の新増設に対して融資、融資限度額2億円

事業資金支援 無利子の長期資金で地域経済の振興を支援

新規開業者（開業後５年以内の方を含む）を資金面から支援

創業支援資金を利用した中高年齢者等の利子負担を助成

中小企業者の事業資金を支援

小規模企業者の事業資金を支援

災害にあった中小企業者の事業資金を支援

県内企業の意欲的な取組を支援

営業譲渡を受ける中小企業者の事業資金を支援

業況の悪化している企業等の事業資金を支援

中小企業者の再建、再チャレンジを支援



制 度 名 掲載頁

５．金のタマゴ発掘事業 ８

６．独創的創業支援事業 ９

７．ベンチャービジネス支援事業 １０

９．ｅー地域ビジネス助成金 １２

１３．テクノ法人化促進助成事業 １６

１４．コミュニティビジネス立ち上げ支援事業 １７

４３．あきた女性チャレンジサポート事業 ５２

４８．創業支援室（貸し事務所） ５７

３．中小企業経営革新支援対策費補助金 ５

４．地場産業創出等支援事業 ７

８．新分野進出等企業支援補助事業 １１

１５．食品産業活性化事業費 １８

１６．木製品ベンチャー支援事業費補助金 １９

２５．研究開発型企業育成資金 ３２

５０．工業技術センター 施設・設備 ５９

５１．高度技術研究所 施設・設備 ６０

１０．産学官技術開発実用化事業 １３

１１．産学官研究会支援事業 １４

１２．テクノ共同研究開発助成事業 １５

１８．電源過疎地域等企業立地促進事業 ２１

１９．企業立地促進事業 ２２

（重点企業導入促進助成事業、製造業等、資源循環、雇用促進）

２０．企業立地促進事業（情報通信関連企業立地促進事業） ２５

２６．設備貸与制度（国） ３３

２７．秋田県機械類貸与制度（県単独） ３４

２８．小規模企業者等設備導入資金（国） ３５

２９．秋田県企業立地促進資金 ３６

３０．秋田県発電用施設周辺地域等企業導入促進資金 ３７

３１．ふるさと融資 ３８

３２．新事業展開資金（創業支援資金） ３９

３３．創業支援資金利子助成事業 ４０

３４．中小企業振興資金（一般資金） ４１

３５．中小企業振興資金（小規模事業振興資金） ４２

３６．中小企業振興資金（中小企業災害復旧資金） ４３

３７．新事業展開資金（事業革新資金） ４４

３８．新事業展開資金（事業継承資金） ４６

３９．経営安定資金 ４７

４０．再建企業特別融資資金 ４９



■目 ②）次（事業目的別
事業目的 補助金・融資等の特徴等

経営改善・経営相 総合的な支援メニューから、経営課題に応じて選択可能

談支援 創業や経営革新を目指す企業等の事業計画を専門家が評価

中小企業診断士の助言が一体となった長期・低利の直接融資

マーケティング活動を総合的に支援

経営課題解決のため民間専門家を派遣

商売・事業・経営の様々な問題・悩み・疑問解決のため相談窓口を

設置

首都圏での活動拠点となる共同オフィス（貸しブースを）低料金で

提供

人材育成支援 ＩＴ人材育成のためのＩＴ技術の実践的研修やＩＴ活用セミナーを

開催

小売商業支援 空き店舗の解消と発生防止のための賃借料、改装費、既存店の宣伝

広告費等を補助

商業の活性化によるまちづくりを促進

競争力の強化に取り組む商店街団体を支援

中心市街地の商業基盤施設の整備等を支援

中心市街地の活性化に取り組むＴＭＯ等を支援

商店街活性化のための支援

環境産業支援 産業廃棄物の発生抑制・減量化・再生利用を支援



制 度 名 掲載頁

１．経営改革総合支援事業（フェニックスプラン２１） １

２．事業可能性評価事業 ４

４１．高度化資金 ５０

４２．あきた目利き倶楽部事業 ５１

４４．専門家派遣事業 ５３

４５．専門家相談窓口開設事業 ５４

４９．秋田ビジネスサポートセンター（貸しブース） ５８

４６．戦略的情報化推進事業 ５５

４７．ものづくり経営体質強化研修事業 ５６

２１．商業活性化総合支援事業①（空店舗等利活用事業） ２６

商業活性化総合支援事業②（商店街環境整備等事業） ２７

商業活性化総合支援事業③（商店街競争力強化支援事業） ２８

２２．リノベーション補助金 ２９

２３．中心市街地商業活性化推進事業 ３０

２４．商店街等活性化事業 ３１

１７．環境と調和した産業づくり支援事業補助金 ２０
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（フェニックスプラン２１）１．経営改革総合支援事業

－総合的な支援メニューから経営課題に応じて選択可能－

１．事業概要

企業競争力を強化し、企業の持続的発展と雇用の安定を図るために、県内の企業

が実施する経営革新のための各種事業を支援します。

２．対象企業

１ 共通事項
・事業活動拠点が県内である企業者
・事業計画が明確で実現性が高いこと

２ 個別事項
○次の①～③のいずれかの要件を満たす者

① 事業転換型企業
・５年後の新分野の売上高が売上全体の５０％を超える計画であること
・日本標準産業分類の小分類（３桁分類）が異なる分野に進出する計画を策定し
ていること

② 体質改革型企業
・付加価値額が３年で９％以上、４年で１２％以上、５年で１５％以上となる事
業計画を策定していること （付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費）

③ 新分野進出型企業
・直近の売上高が対前年比１００％未満あるいは、直近期末の営業利益において
損失を計上していること

・３年後の新分野における売上高が売上高全体の１５％を超える事業計画を策定
していること

・日本標準産業分類の細分類（４桁分類）が異なる分野に進出する計画を策定し
ていること

３．支援事業の概要

次の支援メニューの組み合わせにより、必要な支援を行います。

（詳細は次ページを参照）

① 人材育成支援事業

② 専門技術者等確保支援事業

③ 新商品開発等支援事業

④ ＩＴ開発支援事業

⑤ 公的認証制度取得支援事業

⑥ 特別融資制度（事業革新資金、事業革新資金の総合支援枠及び仕入資金枠）

４．提出書類

所定様式の計画書、過去３年間の財務諸表、定款、登記簿謄本及び会社案内等

５．募集時期

第１回募集４月４日（月）～５月１３日（金）

第２回募集７月１日（金）～７月２９日（金）

６．手続きの流れ

応募→書類審査→プレゼン審査（６月・８月）→対象企業決定→補助金申請・決

定→事業開始→終了→実績報告書の提出（３月）→補助金の支払い（５月）

７．事業期間

３年間（融資制度は５年間）

８．申し込み、問い合わせ等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

創業・経営革新推進担当 TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 経営支援・商業班

〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1

TEL 018-860-2244 FAX 018-860-3887
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経営改革総合支援事業（フェニックスプラン２１）の支援メニュー
（各事業合計の補助限度額は、事業転換型企業及び体質改革型企業にあっては
年間７００万円、新分野進出型企業にあっては年間２５０万円となります。）

事 業 名 人材育成支援事業 専門技術者等確保 新商品開発等支援 ＩＴ開発支援事業

支援事業 事業

支援内容 業務に必要な専門 新規事業化等に不 新商品・新技術の ＩＴを活用し、経

知識や技能を習得 可欠な特殊技能を 開発研究及び企業 営組織の強化と人

する経費を補助 有する人材の雇用 化に要する経費を 材育成を図る経費

に要する賃金を補 補助 を補助

助

補助対象 ①社内研修（OJT） 雇用（出向、委託 新商品・新技術の ①社内で行うＩＴ

経費 に要する経費 等を含む）する人 開発経費、販路開 教育費

②資格取得の経費 材に支払った賃金 拓、人材養成、動 ②社外派遣のＩＴ

③社外派遣の研修 等 向等調査経費 教育費

③ソフト開発費

対象範囲 ①講師謝金・旅費 新技術の開発等の 謝金、旅費、研究 ①講師謝金・旅費

・宿泊費、原材 専門知識者、経営 開発費、庁費、委 ・宿泊費、教材、

料、教材、消耗品 戦略の策定の専門 託費等 消耗品等

等 的知識者２名/社以 ②受講料、教材、

②受講料、旅費、 内 旅費、宿泊費、従

宿泊費 業員の人件費

③教材、旅費、宿 ③外注で行うソフ

泊費、社外研修期 ト開発費

間の賃金

補助率、 ①補助率1/2以内、 支払った賃金の1/2 補助率1/2以内 ①補助率1/2以内、

補助額 150万円以内 以内で年間250万円 ただし、人材養成 150万円以内

②補助率1/2以内、 /人以内 の賃金補助は、５ ②補助率1/2以内、

150万円以内 名/社以内で研修期 賃金補助は５名/

③補助率1/2以内、 間100日/人・日、 社以内で研修期間1

賃金補助は５名/社 3,000円/人・日が 00日/人及び3,000

以内で研修期間 10 限度 円/人・日が限 度

0日/人及び3,000円 ③補助率1/2以内、

/人･日が限度 500万円以内

補助期間 ３年度以内 ３年度以内 ３年度以内 ３年度以内

特記事項 厚生労働省のキャ (独)雇用・能力開 研究開発目的以外 ＩＴハードは対象

リア形成促進助成 発機構の中小企業 に使用する機械設 外

金等を受給してい 基盤人材確保助成 備･工具器具は対象

る場合は対象外 金等を受給してい 外

る者を除く
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事 業 名 公的認証制度取得支援事業 特 別 融 資 制 度

支援内容 事業転換や体質改革を計画 ・それぞれ、融資を受けられる時期は事業計画認

的･効率的に行う手段として 定後、5年以内。

公的認証制度を取得する場 ・また、本事業計画の認定とは別に金融機関や保

合、これに要する経費を補 証協会の審査が必要。

助

１ 事業革新資金 ３ 事業革新資金補助対象経費 ①社内教育の経費

仕入資金枠②社外教育の経費 （体質改革型企業及び新

③公的認証取得に係る経費 分野進出型企業） （事業転換型企業のみ）

資金使途:事業資金 資金使途:運転資金

対象範囲 ①講師謝金･旅費･宿泊費、 融資限度:1億円 融資限度:2千万円

教材費、ﾃｷｽﾄ代 融資期間:10年以内 （限度内での借入可）

②講習会参加料、ﾃｷｽﾄ代、 （据置3年以内） 融資期間:5年以内

旅費、宿泊費、人件費 融資利率:年1.7% 融資利率:金融機関所定

③認証申請費用、認証審査 保証料:年0.7% 利率

費用 担保等:保証人1人以上、 保証料:年1.2%

必要により担保。 担保等:保証人1人以上、

補助率、 ・補助率1/2以内で①～③の （融資額が2,000万円 第三者保証人は不

補助額 合計で200万円/社以内 以内の場合:第三者保 要、必要により担保

ただし、賃金補助は５名/社 証人は不要。本資金で 徴求。

以内で、100日/人以内、3,0 取得した財産を担保徴

00円/人・日が限度 求）

なお、③については100万

２ 事業革新資金 総合円/社が限度

（事業転換型企業支援枠

のみ）

補助期間 ３年度以内 資金使途:事業資金

特記事項 融資限度:1億5千万円

融資期間:15年以内

（据置3年以内）

融資利率:年1.5%

保証料:年0.5%

担保等:保証人1人以上、

第三者保証人は不

要、本資金で取得し

た資産を担保徴求。
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２．事業可能性評価事業

－創業や経営革新を目指す企業等の事業計画を専門家が評価－

１．事業概要

事業計画（ビジネスプラン）の腕だめしの場として、経験豊富な経営者、技術者、

大学教授等の専門家が、創業や経営革新を目指そうとする企業等で、事業構想や具

体的な事業計画を有する者の求めに応じて、事業化の有望性等を評価します。

２．評価の内容

ビジネスプラン（経営戦略、マーケテイング、財務、会計、ＩＴ、技術、生産管

理、店舗管理、人材育成、人事管理、組織、金融、資金調達、税務、法律、許認可、

取引適正化、特許等知的財産権、ＩＳＯ、海外進出、事業提携、創業等）

３．評価する者

(財)あきた企業活性化センター（ゼネラルマネージャー）、大学教授、経験豊富

な経営者、技術者、金融機関の専門家等

４．評価後の措置

一定の評価を受けた企業等には、(財)あきた企業活性化センターや県で実施する

施策を紹介するほか、経営課題に対する専門家の派遣（総経費の２／３を助成）を

優先的に行います。

５．提出書類

事業可能性評価申込書（所定様式）

６．申込み時期

随時

７．手続きの流れ

申請受理→内容検証（現地訪問有）→委員会→評価報告

８．事業期間

１年間

９．申込み・問い合わせ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

販路拡大推進担当 TEL 018-860-5623 FAX 018-860-5612

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704
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３．中小企業経営革新支援対策費補助金

－経営革新のための調査、研究費を２／３補助－

１．事業概要

中小企業者等が経営革新のために実施する新商品・新技術の開発等の事業の経費

を一部補助することにより、新たな事業活動に対する取り組みを支援します。

２．補助対象者

中小企業新事業活動促進法（旧：中小企業経営革新支援法）に基づく経営革新計

画の承認を受けた中小企業者及び組合等（次ページ参照）

３．補助対象事業

承認された経営革新計画に基づいて経営革新のために実施される新たな事業活動

（１）新事業動向等調査事業

（２）新商品・新技術開発事業

（３）販路開拓事業

（４）人材養成事業

４．補助対象経費

（１）謝 金 委員、専門家

（２）旅 費 委員、専門家、職員

（３）庁 費 印刷製本費、通信運搬費、教材費、受講料、広告宣伝費等

（４）研究開発費（新商品・新技術開発事業のみ）

原材料費、機械装置又は工具器具の購入等に要する経費、

工業所有権導入に要する経費、技術コンサルタント料等

（５）委 託 費 事業の一部を委託する経費

４．補助金の額・補助率

補 助 率 補助対象経費の２／３以内

補助金の額 ２００万円～１，３００万円以内（個別中小企業者等）

５．提出書類

所定様式の補助事業に係る計画書、定款、最近２期間の営業報告書又は事業報告

書、貸借対照表

６．募集時期

前年度の１２月～１月頃

７．手続きの流れ

事業計画書の提出（１月末頃まで）→審査会・プレゼン（２月）→交付決定・

事業着手（６月下旬）→中間検査（１１～１２月）→事業完了・完了検査（３月）

→補助金の振り込み（５月上旬）

８．事業期間

交付決定日（６月下旬頃）から３月末まで

９．申し込み・問い合わせ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

創業・経営革新推進担当 TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 経営支援・商業班

〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1

TEL 018-860-2244 FAX 018-860-3887
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※中小企業新事業活動促進法の概要

（経営革新計画について）

経営革新計画を知事が承認します。

○計画作成主体（申請者）

中小企業者、中小企業者から構成される任意のグループ及び協業組合等

○承認の対象となる計画

新たな取組によって事業活動の向上に大きく資するもので次の４種類に該当するも

のです。

① 新商品の開発又は生産

② 新役務の開発又は提供

③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入

④ 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

○計画の期間

３年間～５年間

○経営目標の指標

次の①及び②を満たす計画とすること

①付加価値額の向上

・付加価値額又は１人当たり付加価値額が向上すること。

・３年計画では９％以上、４年計画では１２％以上、５年計画では１５％以上の伸

び率が設定されること。

・指標は次によること

付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費

１人当たり付加価値額＝付加価値額／従業員数

②経常利益の向上

・計画終了時の経常利益の伸びが、３年計画では３％、５年計画では５％以上であ

ること。

○支援措置のメニュー（別途申請し、審査を受けることが必要）

・補助金（前ページ参照）

・政府系金融機関の低利融資

・高度化融資制度

・各種税制措置

・信用保証協会による信用保険の特例

・中小企業投資育成制度の特例

・新規事業開拓促進出資事業

・特許関係料金減免制度

○申請・問い合わせ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

創業・経営革新推進担当 TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 経営支援・商業班

〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1

TEL 018-860-2244 FAX 018-860-3887
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４．地場産業創出等支援事業

－「地場産業」の活性化を支援。－

１．事業概要

地域経済の活性化を促進するため、中心的な役割を担う地場産業※の振興を目的
に、地場産業に属する方が行う事業に要する経費の一部を補助します。
※「地場産業」：次のいずれかに該当する業種

①単一又は複数の市町村からなる区域における該当業種の占める工業出荷額が
５億円以上

②単一又は複数の市町村からなる区域の工業出荷額若しくは中小企業数の１０
％以上を占める業種

③単一の市町村からなる区域の該当業種及び関連業種の中小企業数が１０社以
上の工業に属する中小企業の集まり

２．補助対象者

中小企業、組合、組合連合会、公益法人、グループ（複数の中小企業者、組合等

で構成）等で、国の地場産業等強化支援事業費補助金（補助率1/2、事業者負担1/

2）の採択を受けた方

３．補助対象事業

（１）地場産品等開発・高付加価値化支援事業

新たな地場産品の開発、高付加価値化商品の開発、技術開発等に対する補助

（２）地場産品等販路開拓支援事業

地場産品の販路開拓に資する国内及び海外での展示会・見本市の開催、市場

調査等の事業に対する補助

（３）地場産業人材育成等支援事業

人材育成・確保に資する研究会の開催、交流会の開催等の事業に対する補助

（事業区分により異なります）４．補助対象経費

（１）謝 金 専門家謝金、等

（２）旅 費 専門家旅費、職員旅費（海外旅費可）等

（３）庁 費 会議費、会場借料、印刷製本費、原材料費、機械装置費、

外注加工費、広告宣伝費等

（４）委 託 費 事業の一部を委託する経費

５．補助金の額・補助率

補 助 率 補助対象経費の１／４以内（事業者負担の１／２以内）

補助金の額 予算の範囲内

６．提出書類

①所定様式の補助事業に係る計画書、②パンフレット等会社の概要がわかるもの、

③グループで申請する場合は、グループ規約、組織図、代表者（正副責任者）、

参加企業の概要、④定款、⑤最近２期間の決算書

７．申請時期

前年度の２月～３月《国（東北経済産業局）の地場産業等活力強化事業費補助金

申請と同時期》

８．事業期間

１年間

９．申し込み・問い合わせ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

創業・経営革新推進担当 TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 経営支援・商業班

〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1

TEL 018-860-2244 FAX 018-860-3887
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５．金のタマゴ発掘事業

－独創性のあるビジネスプランを募集－

１．事業概要

新しいビジネスにつながる独創的かつ先進的なビジネスプランを、これからの秋田を築

く学生、生徒から広く募集し起業家意識の醸成を図ることを目的とする。

２．応募対象者

（１）大学生部門 大学、専修学校専門課程等の高等教育機関（高等専門学校の１年

から３年次在学者を除く）、及び大学以外の教育施設に置かれた課程で当該高等

教育機関に相当する水準の教育を行っていると認められた課程在学者、並びにこ

れらの対象者２名以上のグループ

（２）高校生部門 県内の高等学校、専修学校高等課程在学者及び高等専門学校の1年

から3年次在学者並びにこれら対象者２名以上のグループ

３．表彰等

（１）グランプリ（１名） 賞状及び奨励金５０万円（高校生は図書券）

（２）大学生部門優秀賞（１名）賞状及び奨励金２０万円

高校生部門優秀賞（１名）賞状及び奨励金２０万円分の図書券

（３）敢 闘 賞（各部門若干名）賞状

４．提出書類

ビジネスプラン事業計画書

５．募集期間

７月１日（金）～９月３０日（金）

６．手続きの流れ

応募→書類審査→プレゼンテーション審査→表彰者の決定

→表彰式・奨励金の授与

７．申し込み・問い合わせ先

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

創業・経営革新推進担当 TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 新産業班

〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1

TEL 018-860-2246 FAX 018-860-3887
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６．独創的創業支援事業

－県内で新規創業する方に最高３００万円を補助－

１．事業概要

独自の 新規創業の模範となる 企業等に、その創技術や独創的発想を生かして 事業を実施する

業に要する経費の一部を助成します。

２．補助対象者

新たに中小企業者等として創業する方で、次の要件の全てに該当する方が対象となります。

（平成１６年度以前に創業している方は対象となりません。）

（１）独自の優れたビジネスプランにより創業するものであること

（２）応募の日から起算して過去１年以上農林漁業以外の経営者でないこと

（３）創業後の事務所・店舗・工場等が県内にあること

（４）創業する事業が別定業種に該当しないこと（農林漁業、医療、風営等）

（５）創業の実現が確実であること

（６）創業の模範となる事業であること

（７）創業する事業が関係法令又は公序良俗に反することなく、地域社会に寄与

するものであること

３．補助対象事業

創業する事業が、農林漁業、医療（病院等）業、金融保険業、風俗営業等に該当しないこと。

４．補助対象経費

事業拠点費（設備費、機械器具費、構築物費等）、商品化促進費（原材料費、外注加工費、試

験検査費）、人材育成費、宣伝広告費、専門家謝金

５．補助金の額・補助率

補助対象となる経費合計の1/2以内で、50万円を下限として最高300万円を助成します。

６．提出書類

「創業・事業計画書」、現に事業を行っていないことを証明する書類

７．申請時期

第１回募集４月４日（月）～５月１３日（金）第２回募集７月１日（金）～８月３１日（水）

８．手続きの流れ

応募→書類審査→プレゼンテーション審査→補助対象者の決定→補助金の交付申請→交付決定

→事業開始→事業終了→実績報告書の提出→完了検査→補助金の請求→補助金の支払い

９． 申し込み・問い合わせ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

創業・経営革新推進担当 TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 新産業班

〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1

TEL 018-860-2246 FAX 018-860-3887
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７．ベンチャービジネス支援事業

－新規性に優れたベンチャー企業を支援、補助限度額１，０００万円－

１．事業概要

ベンチャー企業の創出と成長により地域経済の発展と雇用の確保を図るため、公

募方式により他の企業の模範となる新規性・成長性などに優れたベンチャー企業を

選考し、その事業経費を補助します。

２．補助対象者

県内に事業拠点を設置し、創業後５年以内の中小企業者等で、新技術・新サービ

スの事業化を計画している方です。

３．補助対象事業

計画している事業が、次のすべてに該当することが必要です。

（１）新技術・新サービスの開発成果を事業化するものであること。

（２）県内に事業拠点を置いて開発成果の事業化を行うものであること。

（３）事業化によって売上高が著しく伸び企業の発展が見込まれること。

（４）事業内容が関係法令又は公序良俗に違反することなく、地域社会に寄与す

るものであること。

４．補助対象経費

①事業拠点費

設備費、機械器具費、構築物費(不動産の取得を除く。)

②商品化促進費

原材料費、外注加工費、試験検査費

③販路開拓・販売管理費

人件費(補助対象経費の30％以内。）宣伝広告費、通信運搬費、印刷費、光

熱水費、燃料費、旅費交通費、専門家謝金

５．補助率、補助金の限度額

補助対象経費の２分の１以内（限度額 1,000万円）

６．提出書類

所定様式の計画書

７．申請時期

４月４日（月）～５月３１日（火）

８．手続きの流れ

応募→書類審査→プレゼン審査→対象企業決定→補助金申請・決定→事業開始→

終了→実績報告書の提出→補助金の支払い

８．事業期間

交付決定日（８月上旬頃）から３月末まで

９．申し込み・問い合わせ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

創業・経営革新推進担当 TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 新産業班

〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1

TEL 018-860-2246 FAX 018-860-3887
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８．新分野進出等企業支援補助事業

－地域における新産業の育成を支援－

１．事業概要

地域における新産業の育成と雇用の拡大を図るため、（財）地域総合整備財団

（ふるさと財団）が市町村を通じて、新分野進出企業等の支援を行います。

２．補助対象者

県内に事業拠点を有する企業等

３．補助対象事業

(1) 新分野進出研究開発補助金

企業等が新分野に進出するために行う新商品開発に向けての研究開発

(2) 小規模商品開発補助金

地場企業等が新分野に進出する等のために行う新商品開発

４．補助対象経費

原材料の購入に要する経費、機械装置又は工具器具等の購入、試作、改良、借用

又は修繕に要する経費、専ら補助対象事業に従事する者に係る人件費等

５．補助対象事業の要件

(1) 原則として、当該企業等及び当該地場企業が地方公共団体の支援（単独の補助

金、出資、施設貸与等）を既に１年以上受けていること。

(2) 本補助金に係る研究開発費が成功した場合、量産化するための将来の事業がふ

るさと融資の対象になる可能性があること。

６．補助金の額・補助率

(1) 新分野進出研究開発補助金

補助対象経費の2/3（地域経済活性化対策推進地域〔湯沢市、雄勝郡〕で行う

事業については10/10）又は１千万円のいずれか少ない方の額以内

(2) 小規模商品開発補助金

補助対象経費の2/3（地域経済活性化対策推進地域〔湯沢市、雄勝郡〕で行う

事業については10/10）又は３００万円のいずれか少ない方の額以内

７．提出書類

新分野進出等企業支援補助金交付申請書、事業内容を説明する補足資料

８．申請期限

平成１７年３月末、８月末の２回

９．手続きの流れ

市町村への相談 申請書提出 ふるさと財団での審査 交付決定 → 市町→ → →

村予算措置 実績報告書の提出 補助金交付（事業の遂行上、特に必要な場合→ →

は交付決定額の1/2以内の概算払い可能）

１０．事業期間

４月１日から１月末まで（特段の事情がある場合には１年間の延長を認める）

１１．申し込み・問い合わせ先等

［ 申 込 み 先 ］各市町村の担当窓口（多くは企画担当部署）

［問い合わせ先］各市町村の担当窓口（多くは企画担当部署）

秋田県産業経済労働部産業経済政策課 団体・金融班

〒 010-8570 秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-2215 FAX 018-860-3868
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９．ｅ－地域ビジネス助成金

－ＩＴを利用し、地域の資源を活かした地域発の新しいビジネスを支援－

１．事業概要

新たなビジネスモデルの構築により、地域経済・社会の発展を図るため、（財）

地域総合整備財団（ふるさと財団）が市町村を通じて、ｅ－地域ビジネス（ＩＴを

利用し、地域の資源や資産を活かした地域発の新しいタイプのビジネス）に対し助

成します。

２．補助対象者

以下の要件を満たす民間事業者であれば、組織の性格（営利、非営利）・形態

（法人、個人、団体、組合、またはそれらのグループ）は問いません。

（１）自発性を有すること

（２）地域に根ざした活動を行っていること

３．補助対象事業

地域の資源・資産を新たな情報通信技術を利用することなどにより有効活用し、

地域課題の解決と新たな社会的価値の創造を目指すビジネス（ｅ－地域ビジネス）

４．補助対象経費

①情報通信技術を利用するためのハードウェアの購入、借用に要する経費

②情報通信技術を利用するためのソフトウェア、コンテンツ開発に要する経費

③商品（サービスを含む）の試作に要する原材料、機械装置、工具器具等の購入に

要する経費

④事業活動のための組織運営、管理、調査等に要する経費

５．補助金の額・補助率

上限額１０００万円（補助対象経費の10/10以内）

６．提出書類

申請書、事業内容を説明する補足資料

ｅ－地域ビジネス・地域経済活性化プラン（市町村作成）

７．申請期限

平成１７年４月１日

８．手続きの流れ

市町村への相談→申請書提出→ふるさと財団での審査→交付決定→市町村予算措

置→実績報告書の提出→助成金交付（事業の遂行上、特に必要な場合は交付決定額

の1/2以内の概算払い可能）

９．事業期間

４月１日～３月末まで

１０．申し込み・問い合わせ先

〔申込み先〕各市町村の担当窓口（多くは企画担当部署）

〔問合せ先〕各市町村の担当窓口（多くは企画担当部署）

秋田県産業経済労働部産業経済政策課 団体・金融班

〒010－8570 秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-2215 FAX 018-860-3868
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１０．産学官技術開発実用化事業

－大学・公設試験研究機関との共同研究開発に最高１，０００万円を補助－

１．事業概要

大学及び公設試験研究機関との共同研究による県内企業等の新製品、新技術開発

に対する取り組みについて、その事業に要する経費の一部を補助します。

２．補助対象者

県内に事業所を有する企業者等

３．補助対象事業

大学及び公設試験研究機関と共同研究契約を締結して行う、新製品、新技術開発

等の事業

４．補助対象経費

研究者の人件費、原材料費、機械装置費、工具器具費、外注加工費、委託費、技

術指導受入費、特許等知的所有権取得費、マーケティング等調査費

※（人件費、外注加工費・委託費については、補助対象経費の５０％までとしま

す。）

５．補助率、補助金の限度額

補助対象経費の２分の１以内（限度額 1,000万円）

（課題解決的テーマのもの 限度額 150万円）

６．提出書類

所定様式の計画書

７．申請時期

第１回 ４月４日（月）～５月１３日（金）必着

第２回 ７月１日（金）～８月３１日（金）必着

※課題解決的テーマのものは随時募集しています。

８．手続きの流れ

応募→書類審査・プレゼン審査→対象企業決定→補助金申請・決定→事業開始→

事業開始→終了→実績報告書の提出→補助金の支払い

９．事業期間

交付決定日から平成１８年３月３１日まで

１０．申し込み・問い合わせ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

産学連携推進担当 TEL 018-860-5625 FAX 018-860-5704

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 新産業班

〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1

TEL 018-860-2246 FAX 018-860-3887
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１１．産学官研究会支援事業

－事業化につなげていくための県内の各種研究会等の運営費等を助成－

１．事業概要

事業化につなげていくための各種研究会等へ支援することにより、新産業・新事業

創出及び自立型産業の育成を促進し、県経済の活性化と雇用創出を図る。

２．助成対象研究会

県内に事務局を置き、県内において主たる活動を行い、活動趣旨が、事業化・製品

化を目指した研究会であること。

３．助成対象経費

研究会運営費（セミナー等開催に要する経費、アドバイザー謝金等）、技術情報及

び資料等の取得に要する経費、試作費及び商品化可能性調査費。

４．助成金の額・助成率

○限度額

・１研究会あたり７０万円

○助成率：１０／１０

５．申請時期

４月～６月（予定）

６．助成対象期間

交付決定日から、当該年度の３月３１日まで

７．申し込み・問い合わせ先

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

産学連携推進担当 TEL 018-860-5625 FAX 018-860-5704

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 新産業班

〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1

TEL 018-860-2246 FAX 018-860-3887
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１２．テクノ共同研究開発助成事業

－研究開発地域をリードする優れた企業を育成－

1. 事業概要

高度技術産業集積地域(秋田市）に工場または、研究施設等を有する企業が、大学

等高等教育機関、公設試験研究機関または、他の企業等と新製品の開発や地域資源

活用のための共同研究を行う場合に、その共同研究に要する経費の一部を助成しま

す。

２．助成対象者

高度技術産業集積地域に工場又は研究施設を有し、大学・公設試または他の企業

と共同研究を実施する企業

３．助成対象事業

高度技術または新製品の開発、高度技術を利用した製品の高付加価値化・生産工

程の合理化・地域資源の開発、新社会システムの開発等

４．助成対象経費

原材料費、構築物費、機械装置費、外注加工費、技術指導費、技術情報取得費

５．助成金限度額・助成率

限 度 額 ４００万円

補 助 率 ２／３以内

６．提出書類

所定様式の助成金交付申請書

７．募集時期

９月～１０月(予定)

８．手続きの流れ

公募→交付申請→技術審査委員会(プレゼン)→交付決定→実績報告書→助成金請

求→助成金の支払い(精算払）

９．事業期間

原則として、交付決定日から1年以内

10．申し込み・問い合わせ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

創業・経営革新推進担当 TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704
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１３．テクノ法人化促進助成事業

－法人格取得でパワーアップ、登記費用の一部を助成－

１．事業概要

高度技術産業集積地域（秋田市）内において事業の拡大化、信用力の強化並びに

事業の安定的継続等を図るため、法人格を取得するにあたり必要な経費の一部を助

成します。

２．助成対象分野

次に掲げる高度技術開発産業及び高度技術開発産業支援分野とする。

(1)電子・情報関連分野

(2)医療・健康福祉関連分野

(3)環境関連分野

(4)バイオ関連分野

(5)新材料関連分野

(6)資源・エネルギー関連分野

(7)産業支援関連分野（情報・ソフトウェア、設計、メンテナンス、デザイン等）

３．助成対象者

(1)新たに起業しようとする個人

(2)新たに起業しようとする団体

(3)取得する法人の所在地が高度技術産業集積地域（秋田市）内である者

(4)法人の実現が確実である者

(5)関係法令又は公序良俗に反することなく、地域社会に寄与する者

４．助成対象経費

次に掲げる法人の登記にかかる経費とする。

経費区分

定款関係 定款認証代、収入印紙代、定款認証手数料、定款謄本証明料

金融関係 払い込み出資金保管証明料

登記関係 登記申請費、登記簿謄本証明料、印鑑証明料

専門家謝金 司法書士、行政書士等の専門家に対する謝金

（社会通念に照らして著しく高額な謝金は除く）

５．助成率・助成限度額等

助 成 率 助成対象経費の４／５以内

助成限度額 ２０万円

６．提出書類

所定様式の助成金交付申請書

７．募集時期

随時(予算の範囲内)

８．手続きの流れ

交付申請→書類審査→交付決定→対象事業終了→事業完了報告・助成金請求→助

成金の支払い（精算払）

９．申し込み・問い合わせ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

創業・経営革新推進担当 TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704
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１４．コミュニティビジネス立ち上げ支援事業

－はじめてみませんか！地域に役立つお仕事－

１．事業概要

コミュニティビジネスの立ち上げを行う者に開業経費の補助金を支給します。

２．補助対象者

秋田県内でコミュニティビジネスを始めようとする市民活動団体及び個人。

３．補助対象事業

平成１７年度中に開業するコミュニティビジネス

４．補助対象事業

開業に要する経費（事業所改装費、設備取得費、広告・宣伝費等）

５．補助金の額

補助限度額：２０万円

６．提出書類

所定の交付申請書

７．申請時期

平成１８年１月３１日（予定）まで随時

８．手続きの流れ

交付申請→審査→補助金交付決定→事業開始→事業終了→実績報告書の提出

→補助金の支払い

１０．申し込み・問い合わせ先

○秋田県生活環境文化部県民文化政策課 地域活動支援室

〒010-8572秋田県秋田市山王４丁目１－２

TEL 018-860-1519 FAX 018-860-3892
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１５．食品産業活性化事業費

－ 食 品 製 造 業 者 の 商 品 開 発 を 支 援 －

１．事業概要

食品製造業者等が商品を企画し、商品開発から販売展開まで進めていく中で、商

品化や販売が滞っているものについて、消費者や専門家による評価を受け、その結

果を試作品又は既存商品に反映させて売れる商品を作り出す活動を支援します。

２．補助対象者

食品製造業者等

３．補助対象事業

消費者や専門家の評価を受けつつ、商品開発又は改良を行うための事業

４．補助対象経費

モニタリング費、調査委託費、調査旅費、委託加工費、成分等分析費、アドバイ

ザー費等

５．補助金の額・補助率

補助対象経費の２分の１以内（限度額５０万円）

６．提出書類

所定様式の計画書

７．申請時期

４～６月（予定）

８．手続きの流れ

応募→書類審査→対象者決定→補助金申請・決定→事業開始→終了→実績報告書

の提出→検査→補助金の支払い

９．事業期間

交付決定の日から３月末まで

１０．その他

県産農林水産物の利用や総合食品研究所の技術移転を伴う商品開発については、

優先的に検討します。

モニタリングを実施する際は、県の「食品モニター」を活用できます。

１１．申し込み・問い合わせ先

○秋田県農林水産部流通経済課 調整・食品・秋田ブランド推進班

〒010-8570秋田県秋田市山王４丁目１－１

TEL 018-860-1767 FAX 018-860-3806

e-mail ryukei@pref.akita.lg.jp
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１６．木製品ベンチャー支援事業費補助金

－ 木材を活用した新製品の開発を支援します －

１．事業概要

木材需要の変化に即応した製品開発の促進と企画開発力のある企業を育成するこ

とを目的として、研究開発を実施する企業に対して研究開発費の助成を行うととも

に、秋田県立大学木材高度加工研究所や財団法人秋田県木材加工推進機構による技

術指導等の支援を行います。

２．補助対象者

県内の木材関連企業等（事業協同組合等の団体を含み、資本規模等は問いませ

ん）

３．補助対象事業

木材を使った新製品の開発及び製品の改良など、木材の利用推進に資する幅広い

分野の技術開発

４．補助対象経費

(1) 技術開発の事業規模

技術開発の単年度の標準事業費は９０万円程度とし、開発期間は１年以内とし

ます。

(2) 事業の対象経費

企業技術者給、設計費、材料費、試作費、実験費

５．補助金の額・補助率

事業費の１／２以内

６．提出書類

(1) 木製品ベンチャー支援事業計画書

(2) 添付書類：過去３カ年の決算書、開発内容に係わる設計図及び試験計画等の書

類

７．申請時期

４月～５月中旬

８．手続きの流れ

事業計画書提出→ヒアリング・審査会→事業採択決定→補助金交付申請

→交付決定→事業実施→事業完了→完了検査→補助金交付

９．申し込み・問い合わせ先

○秋田県農林水産部 秋田スギ振興課 技術開発班

〒010-8570 秋田市山王４丁目１－１

TEL 018-860-1916 FAX 018-860-3828
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１７．環境と調和した産業づくり支援事業補助金

－産業廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進を通じた

環境調和型社会の構築を目指して－

１．事業概要

産業廃棄物税を財源として、産業廃棄物の発生の抑制・減量化・再生利用その他

適正な処理の促進に関する事業に対して支援するものです。

２．補助内容

（１）施設整備（環境産業施設整備支援事業）

補助金名 補助対象 対象経費 補助率 上限額

環境産業施設整 廃棄物を再使用･再生利 事業に係る投下固定 １／３ 2,000万円

備費補助金 用･熱エネルギー回収す 資産を取得するため 以内

る設備を県内に整備する の経費（土地代及び

県内事業者及び県内へ進 車両代を除く）

出する事業者

（２）研究開発（環境産業研究開発支援事業）

補助金名 補助対象 対象経費 補助率 上限額

環境産業研究開 廃棄物を再使用･再生利 研究者の人件費、原 １／２ 1,000万円

発費補助金 用･熱エネルギー回収す 材料費、副資材費、 以内

る事業に関する試験研究 機械装置費、工具器

を行う県内事業者 具費、外注加工費、

委託費、技術指導受

入費

（３）販売促進等（リサイクル製品販売支援事業）

補助金名 補助対象 対象経費 補助率 上限額

環境イベント参 環境展や見本市等の循環 旅費、パネル作成 １／２ 100万円

加費補助金 型社会形成を目的とした 費、出展費、その他 以内

イベントに、自ら製造し 知事が必要と認める

たリサイクル品を営業目 経費

的で出展する県内事業者

リサイクル製品 現在製造しているもしく 販路調査委託費、品 １／２ 500万円

販促調査費等補 は製造予定のリサイクル 質試験外注委託費、 以内

助金 品の販路調査及び品質試 デザイン開発委託

験、デザイン開発、宣伝 費、紙面広告費、チ

広告等を行う県内事業者 ラシ印刷費、その他

知事が必要と認める

経費

（４）可能性調査等（排出抑制･リサイクル調査支援事業）

補助金名 補助対象 対象経費 補助率 上限額

廃棄物再資源化 廃棄物の再資源化･排出 調査委託費 １／２ 200万円

･排出抑制改善 抑制改善を図るため専門 以内

調査委託費補助 機関に調査委託する県内

金 事業者

※補助下限額は上限額の１０％

３．手続きの流れ

公募→申請→審査会→認定→補助金交付申請→決定→事業着手→事業完成

→実績報告→検査→補助金交付

４．申し込み・問い合わせ先

○秋田県産業経済労働部資源エネルギー課 エコタウン班

〒 010-8570 秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-2283 FAX 018-860-3814
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１８．電源過疎地域等企業立地促進事業

－特定地域内の工場・事業所の新増設に補助－

１．事業概要

電源地域のうち、特定地域への企業立地の促進を図ることを目的に、当該地域に

立地する企業に対し、補助金を交付します。

２．特定地域

１．特定地域とは県内の次の市町村です。

Ａ地域 Ｂ地域 Ｃ地域

能代市 琴丘町 秋 田 市（旧河辺町、旧雄和町分） 鹿 角 市

二ツ井町 八森町 小 坂 町 比 内 町 森 吉 町 田 代 町

－ 山本町 八竜町 上小阿仁村 五城目町 矢 島 町 由 利 町

藤里町 峰浜村 鳥 海 町 増 田 町 雄 勝 町 羽 後 町

若美町 大潟村 東成瀬村 皆 瀬 村 山 内 村 男 鹿 市

岩 城 町

３．主な補助要件

・特定地域に工場、事業所が新設または増設されること（建築物の設置が前年度

に完了したもの、または当該年度に完了するものに限る。）

・増加雇用者数が３人以上であること

・企業立地が当該市町村の総合計画等の基本方針と調和すること

・当該企業が貿易摩擦を起こす恐れのあるものではないこと

詳細については、問い合わせ先にお問い合わせ願います。※

４．交付限度額

地域区分 増加雇用者数 面積当たりの単価 上限額

３～ ９人 ２，５００円／㎡ ０．５億円

Ｂ地域 １０～１９人 ３，７５０円／㎡ １．０億円

２０～２９人 ５，０００円／㎡ １．５億円

３０人以上 ６，２５０円／㎡ ２．０億円

３～ ９人 １，２５０円／㎡ ０．３億円

Ｃ地域 １０～１９人 ２，５００円／㎡ ０．５億円

２０～２９人 ３，７５０円／㎡ １．０億円

３０人以上 ５，０００円／㎡ １．５億円

５．補助対象事業

生産または営業の用に直接供される施設（建物・構築物・建物附属設備等）ま

たは設備（機械装置・備品等）を整備する事業を対象とし、製造業・非製造業を問

わない。

６．募集時期

３月頃と８月頃

７．手続きの流れ

（財）電源地域振興センターから市町村に対し対象企業紹介を依頼し、市町村が

募集します。市町村の紹介等に基づき、センターで各企業に申請様式を送付しま

すので、企業から直接センターに申請してください。

８．申し込み・問い合わせ先等

○各市町村商工担当課または企画担当課

○（財）電源地域振興センター企業立地部

〒 107-6011 東京都港区赤坂1-12-32ｱｸﾋﾞﾙ11階

TEL 03-5562-9750 FAX 03-5562-9114
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１９．企業立地促進事業

重点企業導入促進助成事業（製造業等）

１．事業概要

本県産業の活性化と雇用の拡大を図るため、施策上特に必要と認められ県内産

業にも影響をあたえうる企業について、工場等の新増設ための設備投資及び雇用に

係る費用の一部を助成し、県内への誘致・立地を促進するものです。

２．対象業種

製造業、デザイン・機械設計業、エンジニアリング業のうち次の分野

（対象分野）

・高度技術等

・基盤業種型

（表面処理加工、プレス、金型、プラスチック成形、原料製造業）

・食品関連型

（食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業（製氷業、たばこ製造業、飼料

・有機質肥料製造業を除く）

・研究開発型

・外資系

３．補助の要件

・設備投資額

操業時までの投下固定資産額が、土地代を除き１億円以上であること。

・新規常用雇用者 （操業時及び操業開始後１年以内の新規雇用者）

新設にあっては１０人以上、増設にあっては５人以上であること

（ただし、研究開発型にあっては、専従研究員５人以上）

※事前に、事業内容が本制度の趣旨に合致するか審査を受け、「重点企業導入促進助成事

業」として知事の指定を受ける必要があります。

４．補助金の額

①補助金の額 投下固定資産 土地代を除く投下固定資産額の２０％に相当

する額

雇用奨励費 常用雇用者１人につき年２５万円（５年間）

②限 度 額 １５億円（研究所を併設する場合は２０億円）

５．提出書類

個別に問い合わせ先に相談

６．手続きの流れ

指定申請→指定→着工→工場等竣工・操業開始→補助金交付申請→決定→交付

７．申し込み・問い合わせ先等

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 誘致企業室

〒 010-8570 秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-2252 FAX 018-860-3887
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１９．企業立地促進事業

重点企業導入促進助成事業（資源循環）

１．事業概要

従来の大量生産・大量消費・大量廃棄の社会から循環型経済社会への転換が求め

られていることから、２１世紀の成長産業の一つといわれているリサイクル産業を

県内に創出するため、工場を新設又は増設する企業に対し補助することにより、企

業立地の促進や新規事業の創出を図るとともに資源循環型社会を形成することを目

的とするものです。

２．対象業種

循環型社会形成推進基本法(平成12年６月２日法第110号)第７条第２号(注1)

を原則とし、使用済み物品等及び副産物のうち有用なものの全部若しくは一部

を原材料として製品を製造する企業が対象となります。

(注1)循環型資源の全部又は一部のうち、再使用（再使用できるものについては再

使用しなければならない）がされないものがあって再生利用をすることがで

きるものについては、再利用がされなければならない。

３．補助の要件

・設備投資額

操業時までの投下固定資産額が、土地代を除き１億円以上であること。

・新規常用雇用者 （操業時及び操業開始後１年以内の新規雇用者）

新設にあっては１０人以上、増設にあっては５人以上であること

※事前に、事業内容が本制度の趣旨に合致するか審査を受け、「重点企業導入促進助成事

業」として知事の指定を受ける必要があります。

４．補助金の額

①補助金の額 投下固定資産 土地代を除く投下固定資産額の２０％に相当す

る額

雇用奨励費 常用雇用者１人につき年２５万円（５年間）

②限 度 額 １５億円（研究所を併設する場合は２０億円）

５．提出書類

個別に問い合わせ先に相談

６．手続きの流れ

指定申請→指定→着工→工場等竣工・操業開始→補助金交付申請→決定→交付

７．申し込み・問い合わせ先等

○秋田県産業経済労働部資源エネルギー課 エコタウン班

〒 010-8570 秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-2283 FAX 018-860-3814
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１９．企業立地促進事業

重点企業導入促進助成事業（雇用促進）

１．事業概要

雇用規模の大きい企業の誘致・立地を促進し、県内の若年層やＡターン者、新卒

者等の雇用拡大を図ります。

２．対象業種

製造業であって、常用雇用者が５０人以上の企業

３．補助の要件

・設備投資額

操業時までの投下固定資産額が、土地代を除き１億円以上であること。

・新規常用雇用者 （操業時及び操業開始後１年以内の新規雇用者）

新増設に係る常用雇用者が５０人以上であること

※事前に、事業内容が本制度の趣旨に合致するか審査を受け、「重点企業導入促進助成事

業」として知事の指定を受ける必要があります。

４．補助金の額

①補助金の額 投下固定資産 土地代を除く投下固定資産額の２０％に相当す

る額

雇用奨励費 常用雇用者１人につき年２５万円（５年間）

②限 度 額 １５億円（研究所を併設する場合は２０億円）

５．提出書類

個別に問い合わせ先に相談

６．手続きの流れ

指定申請→指定→着工→工場等竣工・操業開始→補助金交付申請→決定→交付

７．申し込み・問い合わせ先等

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 誘致企業室

〒 010-8570 秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-2252 FAX 018-860-3887
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２０．企業立地促進事業

情報通信関連企業立地促進事業

－情報通信関連企業の立地に対し、最大１０億円の補助－

１．事業概要

雇用機会の拡大と本県経済の活性化を図るため、県内で情報通信関連を行う企

業に対し、事業開始及び運営に係る経費の一部を助成します。

２．補助対象企業

①コールセンター事業を行う企業

②データセンター事業を行う企業

③情報サービス事業を行う企業

情報サービス業(ソフトウェア業、ＭＳＰ又はシステムメンテナンス業、デジタ

ルコンテンツ業)

３．補助要件

①コールセンター 常用雇用者と換算常用雇用者の合計が２０人以上の企業

②データセンター 常用雇用者が５人以上の企業

③情報サービス業 常用雇用者が５人以上の企業

換算常用雇用者 操業に伴い雇用するパート社員、派遣社員等で常用雇用者※

人数に換算した者

４．補助の内容

①補助の内容

補 助 対 象 経 費 補 助 率 等 補助期間

建物･機械設備等の投下固定資産 ２０％ ３年間

建物･機械設備等の賃借料 ５０％ ３年間

通信回線使用料 ５０％ ５年間

オペレーター等確保費 オペレーター等１人につき ５年間

年間２５万円

情報サービス業には、オペレーター等確保費は対象となりません。

②補助限度額

５年間通算 １０億円

５．提出書類

個別に問い合わせ先に相談

６．手続きの流れ

指定申請→指定→操業開始→補助金交付申請→決定→交付

７．申し込み・問い合わせ先等

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 誘致企業室

〒 010-8570 秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-2252 FAX 018-860-3887
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２１．商業活性化総合支援事業①

空店舗等利活用事業

－空き店舗の解消と発生防止のため賃借料、改装費等を補助－

１．事業概要

空き店舗への入居促進と有効な利活用、既存店舗の経営支援等を行うことにより、

空き店舗の解消と発生防止を図り、賑わいあふれる商店街づくりの推進と中小小売商

業を振興するため、商店街団体等が策定した商業活力再生計画に基づく空き店舗等の

利活用に対し、県と市町村が共同で補助します。

２．補助対象者

商工会議所、商工会、商店街振興組合、商店街事業協同組合、その他の商店街団

体（法人格を有しない団体を含む）、ＴＭＯ

３．補助対象事業

① 対象となる店舗は、商店街団体等が策定する商業活力再生計画に基づき利活用

する空き店舗等（原則として１階部分）。

② 利活用の対象となる店舗又は施設は、卸売業、小売業若しくはサービス業に供

する店舗（チャレンジショップ、コミュニティビジネスの用に供する施設を含

む。）又は多目的ホール、休憩所、リサイクルコーナその他の顧客の利便に供

する施設若しくは芸術文化ギャラリー、消費者情報センター、レクレーションル

ームその他の顧客の誘因効果が高い施設。

③ 利活用者は、商店街団体等及び中小企業者（中小企業者については、当該店舗

が所在する商店街団体等の組合員となる新規創業者若しくは事業拡大者、又は貸

し店舗の閉鎖により店舗移転を余儀なくされた者）。

４．補助対象経費

賃借料、改装費、宣伝広告費、設備リース料及び謝金

（県補助分）５．補助金の額・補助率

市町村補助額の１／２以内とし、補助対象経費ごとにそれぞれ次のとおり。

① 賃借料：２４ヶ月の補助で最初の１２カ月までは補助対象経費の１／５以内、

１２カ月を超え２４カ月までは１／１０以内、補助限度額 月額

２，０００円／㎡（上限面積１００㎡）、上限補助額 １年目 ４８

万円 ２年目２４万円 計７２万円

② 改装費：対象経費の１／５以内、補助限度額 ３０，０００円／㎡（上限面積

１００㎡）、上限補助額 ６０万円

③ 宣伝広告費：対象経費の１／５以内、上限補助額１０万円

④ 設備リース料：１２ヶ月間の補助で対象経費の１／５以内、上限補助額５万円

⑤ 謝金：対象経費の２／５以内、上限補助額１０万円

６．提出書類

商業活力再生計画、店舗利活用計画書等

７．手続きの流れ

市町村へ相談 → 店舗利活用計画書提出 → 承認通知 → 申請書提出

→ 交付決定 → 事業完了 → 実績報告書提出 → 完了検査 → 補助金交付

８．その他

空き店舗への入居希望者は、商店街団体等と市町村を通して申請の手続きをする。

９．申し込み・問い合わせ先

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 経営支援・商業班

〒 010-8570 秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-2244 FAX 018-860-3887

○各地域振興局総務企画部地域企画課
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２１．商業活性化総合支援事業②

商店街環境整備等事業

－商業の活性化によるまちづくり促進－

１．事業概要

地域商業の振興を図るため、市町村が策定した商業まちづくり活性化計画に基づ

き商店街団体等が行う商店街環境整備等の事業に対し、県と市町村が共同で補助し

ます。

２．補助対象者

商工会議所、商工会、商店街振興組合、商店街事業協同組合、その他商店街団

体（法人格を有しない団体を含む。）、ＴＭＯ

３．補助対象事業

① 商店街環境整備事業

駐車場、カラー舗装、街路灯、休憩所、ベンチ、トイレ、その他これらに類す

る施設等の整備、修繕及び整備に伴う撤去

② カードシステム整備事業

ホストコンピュータ、周辺機器、端末装置、伝送装置、ソフト開発等の一体的

整備

③ 福祉連携整備事業

点字ブロック、点字プレート、電動（手動）車いす、店舗スロープ、手すり、

その他これらに類する施設等の整備

④ サービス連携整備事業

商品リサイクル・空き缶回収コーナー、ロッカー、買い物品預かり所、情報セ

ンター、児童遊戯施設、ベビールーム、その他これらに類する施設等の整備

４．補助金の額・補助率

上限を１，０００万円とし、補助対象経費の１／３以内、かつ、市町村補助額

の１／２以内（整備に伴う撤去費は５００万円以内）

５．提出書類

商業まちづくり活性化計画書等

６．手続きの流れ

市町村へ相談 → 申請書提出 → 交付決定 → 事業完了 → 実績報告書の提出

→完了検査→ 補助金交付

７．問い合わせ先

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 経営支援・商業班

〒010-8570 秋田市山王４丁目１－１

TEL 018-860-2244 FAX 018-860-3887

○各地域振興局総務企画部地域企画課
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２１．商業活性化総合支援事業③

商店街競争力強化支援事業

─競争力の強化に取り組む商店街団体を支援─

１．事業概要

商店街が行う競争力ある商店街の形成に資する事業に対し、県と市町村が共 同

で補助します。

２．補助対象者

商工会議所、商工会、商店街振興組合、商店街事業協同組合、その他商店街団体

（法人格を有しない団体も含む）、ＴＭＯ

３．対象事業

①まちづくり計画等策定事業

商店街の競争力強化のための計画策定等の事業

②高齢者等対応事業

高齢者等のニーズにきめ細かく対応するための事業

③環境･リサイクル関連事業

環境対策やリサイクル促進等に関連する事業

④テナントミックス事業

魅力アップのため必要な業種・業態の適正配置を図る事業

⑤商店街の個性の創出・発展を図るための事業

（県補助分）４．補助金の額・補助率

上限を２５０万円、市町村補助額の1/2以内で

①計画を策定するもの ３／８以内

②システム構築や実験を行うもの ３／８以内

③テナントミックス管理を行うもの ３／８以内

④調査を行うもの ３／１０以内

⑤イベントを行もの １／４以内（次年度部分は１／６以内）

５．提出書類

所定様式の申請書、計画書等

６．手続きの流れ

市町村へ相談→申請書提出→交付決定→事業完了→実績報告書提出→

完了検査→補助金交付

７．申し込み・問い合わせ先等

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 経営支援・商業班

〒 010-8570 秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-2244 FAX 018-860-3887

○各地域振興局総務企画部地域企画課
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２２．リノベーション補助金

－中心市街地の商業基盤施設の整備等を支援－

１．事業概要

中心市街地における商店街・商業集積を魅力あるものとするため、活性化のための

ハード整備等に対して助成します。

２．事業の内容（補助対象者、補助対象施設、補助率）

① 中心市街地活性化法の認定を受けた計画に基づき整備される施設

1) 事業主体 第三セクター、ＴＭＯ、商店街振興組合等

2) 補 助 率 事業主体により２／３～１／２

3) 対象施設

・教養文化施設（多目的ホール、カルチャー教室等）、スポーツ施設、アーケ

ード、カラー舗装、公園、駐車場、新規開業者向け貸店舗等の一般公衆利便

施設

・ゴミ処理施設、共同荷捌き施設等の非収益施設

・ファサード整備、テナントミックス店舗、電子計算機等

② 中小小売商業振興法、小規模事業者支援促進法の認定を受けた計画に基づき整

備される施設

1) 事業主体 第三セクター、商店街振興組合等

2) 補 助 率 １／２

3) 対象施設 ①と同じ

施設活用活性化事業③

①、②により整備された施設を利用し施設を整備した者が、商店街・商業集積

の活性化を図るために実施するソフト事業

・補助率 ２／３

３．提出書類

事業実施計画書

４．募集時期

前年１０月～１１月

５．手続きの流れ

事業計画書提出 → ヒアリング → 申請書提出 → 交付決定

６．問い合わせ先

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 経営支援・商業班

〒010-8570 秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-2244 FAX 018-860-3887
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２３．中心市街地商業活性化推進事業

─中心市街地の活性化に取り組むＴＭＯ等を支援─

１．事業概要

中心市街地活性化法の趣旨に則り、ＴＭＯ・商工会・商工会議所等が行う中小商

業活性化のための事業に対して助成します。

２．補助対象者

中心市街地活性化法第１８条第３項の認定を受けた商工会、商工会議所、特定会

社、公益法人。〔いわゆるＴＭＯ(タウンマネージメント機関)〕

ただし、下記３の①（コンセンサス形成事業）については、商工会議所、商工会、

事業を行うことが適当であると知事が認める商店街振興組合、同連合会、事業協同

組合、同連合会、地方公共団体が出資又は出えんしている会社若しくは民法３４条

に基づく公益法人を含む。

３．補助対象事業

（継続可能年数は各３年。ただし、③のうちイベント事業は２年）

①コンセンサス形成事業

商業関係者、地域住民の合意を形成するための事業

②テナントミックス管理事業

商業集積の魅力を高めるために必要な業種・業態の適正配置を図る事業

③広域ソフト事業

複数の商店街の活性化のための広域的な商店街活動事業

④事業設計・調査・システム開発事業

商業の活性化に向けた事業設計・調査・システム開発事業

４．補助金の額・補助率

上記①、②、④については５００万円、③については８００万円を上限として、

それぞれの補助対象経費の９／１０以内

５．提出書類

所定様式の申請書、計画書等

６．募集時期

前年１０月～１１月

７．手続きの流れ

希望申請→ヒアリング→本申請→審査会→交付決定→事業実施→事業完了→

完了検査→助成金交付

８．申し込み・問い合わせ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

創業・経営革新推進担当 TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-863-2390

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 経営支援・商業班

〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1

TEL 018-860-2244 FAX 018-860-3887
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２４．商店街等活性化事業

－商店街活性化のための支援－

１．事業概要

商店街振興組合などが商店街・商業集積の活性化を図るために行う自発的な取組

に対して助成します。

２．補助対象者

商工会、商工会議所、商店街振興組合、ＮＰＯ等

３．補助対象事業

① 空き店舗対策事業

空き店舗を活用したチャレンジショップ事業、テナントミックス事業及び情報

提供事業等の商店街の空き店舗問題を解消するための事業

② 駐車対策事業

共通駐車券システムの構築及び循環バスの運行等の商店街の交通渋滞緩和や駐

車場不足を解消するための事業。

③ 活性化対策事業

ＩＴ化、高齢化に対応したカード事業や宅配事業等、様々な活性化を図るため

の事業

④ コミュニティ施設活用事業

商店街の空き店舗を活用して、保育サービス施設や高齢者の交流施設等のコミ

ュニティ施設を設置・運営する事業（最長３年間）

４．補助率

国１／３、県１／３、事業者１／３

５．提出書類

事業計画書、経費配分書、収支精算書等

６．募集時期

前年１０月～１１月頃

７．手続きの流れ

希望申請 → ヒアリング → 事業採択 → 申請書提出 → 交付決定 → 事業完了

→ 実績報告書の提出 → 補助金交付

８．申し込み・問い合わせ先等

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 経営支援・商業班

〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1

TEL 018-860-2244 FAX 018-860-3887
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２５．研究開発型企業育成資金

－高度技術産業集積地域内の新製品・新技術の研究開発・製品化のための融資－

１．事業概要

高度技術産業集積地域（秋田市）において研究開発を行う企業に対して、低利

の設備資金及び運転資金を貸し付けます。

２．貸付対象企業

高度技術産業集積地域（秋田市）に工場または研究施設等を有する中小企業者

または中小企業団体

３．貸付対象事業

新製品開発、新技術等の研究開発及びその成果の製品化・商品化

４．貸付要件

（財）あきた企業活性化センターの債務保証の承諾を受けることが必要です。

５．貸付限度額

２,０００万円

６．貸付条件

利 率 年 １．７％ （保証料 ０．５％はセンターが負担します。）

期 間 ７年以内（据置１年以内）

保 証 人 連帯保証人１人以上

７．取扱金融機関

秋田銀行、北都銀行、商工中金秋田支店

８．提出書類

取扱金融機関の定める借入申込書類、及びセンターの定める関係書類

９．申請時期

随 時（但し、予定件数に達し次第終了となります。）

１０．申し込み・問い合わせ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

創業・経営革新推進担当 TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 経営支援・商業班

〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1

TEL 018-860-2244 FAX 018-860-3887
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２６．設備貸与制度（国）

－長期かつ低利で設備を割賦販売又はリース（従業員数２０人以下）－

１．事業概要

県内企業の方々が希望する機械設備を商社、メーカーから当センターが購入し、

それを長期かつ低利で割賦販売又はリースする制度

２．対象となる企業

(1)原則として製造業で常用従業員数２０人以下(商業又はサービス業は５人以下)の

企業

(2)県内に事業所があり、機械設備を県内に設置する小規模企業者

(3)事業税を滞納していない企業

３．対象となる設備

土地・建物・リース賃貸を除く設備

（付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額が３年間で6％向上することが見

込まれるもの。（創業者を除く））

※ 付加価値額 ＝ 営業利益 ＋ 人件費 ＋ 減価償却費

４．限度額等

割 賦 制 度 リ ー ス 制 度

100万円以上 100万円以上
限 度 額

6,000万円以下 6,000万円以下

月額リース料率
割 賦 損 料 ２.５０％

1.390 2.990％～

償 還 期 間 ７年以内 ３～７年

６ カ 月 据 置 後 毎 月 払 い
返 済 方 法

元金均等半年賦払

保 証 金 割賦価格の10％ な し

連帯保証人 ２名以上 ２名以上

※設立後１年未満向けの「創業者」制度（限度額50～3,000万円）もあります。

※常用従業員数21～50人までは特認枠で対象となる場合があります。

５．提出書類

所定申請書あり

６．申請時期

随 時

７．手続きの流れ

申請→現地調査→貸付可否決定→申請者及び納入者と契約→設備搬入･検収→割賦

･リース開始→債務完了

８．申し込み・問い合わせ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

創業・経営革新推進担当 TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704
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２７．秋田県機械類貸与制度（県単独）

－長期かつ低利で設備を割賦販売又はリース（従業員数２１人以上）－

１．事業概要

設備貸与制度の対象とならない規模の中小企業における設備投資を支援します。

２．対象となる企業

(1) 県内に事業所があり、機械設備を県内に設置する中小企業者

(2) 払込資本金または出資総額の３分の１以上を中小企業者以外の事業者が単独に

所有するものでない企業

(3) 県税を滞納していない企業

(4) 同一年度内に設備導入資金の貸付または国の貸与制度を受けていない企業

(5) 製造業にあっては常用従業員数２１人以上３００人以下の企業

（卸・サービス業は１００人以下、小売業は５０人以下）

３．対象となる設備

土地・建物・リース賃貸を除く設備で新品であること

４．限度額等

割賦制度 リース制度

100万円以上 100万円以上
限 度 額

1億円以下 1億円以下

一 般 枠 2.50％ 月額リース料
割 賦 損 料・ﾘｰｽ料

1.390 2.990％～
率

特 別 枠 2.10％ 1.371 2.969％～

償 還 期 間 6000万円以下 ７年以内 ３～７年

1億円以下 10年以内

元金均等半年賦払い

返 済 方 法 6000万以下 6ヶ月据置後 毎 月 払 い

1億円以下 12ヶ月据置後

保 証 金 割賦価格の10％ な し

連帯保証人 ２名以上 ２名以上

※ 設立後１年未満向けの「創業者」制度もあります。

※ 特別枠については下記までお問い合わせ下さい。

※ 割賦損料率及びリース料率については変更することがあります。

５．提出書類

所定申請書あり

６．募集時期

随 時

７．手続きの流れ

設備貸与制度と同じ

８．申し込み・問い合わせ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

創業・経営革新推進担当 TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704
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２８．小規模企業者等設備導入資金（国）

－取得設備費の１／２まで無利子で貸付け（従業員数２０人以下）－

１．事業概要

小規模企業の創業と経営基盤の強化に資する設備の導入について、その経費の一

部を無利子で融資します。

２．対象となる企業

(1) 原則として常用従業員数２０人以下（商業又はサービス業は５人以下）の企業

(2) 県内に事業所があり、機械設備を県内に設置する小規模企業者

(3) 事業税を滞納していない企業

３．対象となる設備

土地・建物・リース賃貸を除く設備で新品であること

（付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額が３年間で６％向上することが見

込まれるもの。（創業者を除く））

※ 付加価値額 ＝ 営業利益 ＋ 人件費 ＋ 減価償却費

４．限度額等

(1) 限 度 額 設備費の１／２以内

事業を開始後５年を経過した者

・１企業当たり５０万円以上～４,０００万円以下

事業を開始後１年～５年以下の者

・１企業当たり５０万円以上～６,０００万円以下

事業を開始後１年未満の者

・１企業当たり２５万円以上～４,０００万円以下

(2) 貸付期間 ７年以内（据置１年）

(3) 貸付利率 無利子

※常用従業員数２１～５０人までは特認枠で対象となる場合があります。

５．提出書類

所定申請書あり

６．申請時期

随 時

７．手続きの流れ

設備貸与制度と同じ

８．申し込み・問い合せ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

創業・経営革新推進担当 TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704
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２９．秋田県企業立地促進資金

－工場等の新増設に対して融資、融資限度額１０億円－

１．事業概要

企業立地の促進及び工業の高度化、近代化を図るため、県内において工場等を新
増設又は空き工場等を活用して事業を行う企業に対して、長期・低利の資金を貸し
付けます。

２．貸付対象企業
次のいずれかに該当する資本の額又は出資の総額が１千万円以上の会社。

①製造業、ソフトウェア業又は製造関連サービス業に属する事業（研究開発を
含む）を営む企業。

②県工業団地を取得する（した）企業。
３．貸付対象設備

工場等の用地、建物及び附属施設、機械及び装置等
４．貸付要件
設備投資額 ：操業時までの投資額が１億円（空き工場等を活用して事業を行

うことに係るものは２千万円、ソフトウェア業は１千万円）以
上であること。

地場企業 ：雇用者数が増加すること
県外企業 ２の①の企業：県の誘致企業であること。（誘致決定後、原則とし

て３年以内に工場等を建設すること。）
２の②の企業：操業開始後１年以内に従業員１０人以上であること。

５．貸付限度額
通 常 上乗せ要件該当の場合

一 般 企 業 投資額の50％(上限10億円) 投資額の60％(上限10億円)
（空き工場活用は５億円） （空き工場活用は５億円）

先端技術型企業 投資額の60％(上限10億円) 投資額の70％(上限10億円)
基盤業種型企業 （空き工場活用は５億円） （空き工場活用は５億円）

※ 上乗せ要件（一つに該当すれば可）
(1) 県工業団地を取得する企業
(2) 従業員を１年以内に40人以上 将来100人以上の雇用計画がある企業、
(3) 操業時までの投資額が30億円以上である企業
(4) 高度技術産業集積地域（秋田市）内に新増設又は空き工場等を活用し
て事業を行う先端技術型企業

６．貸付条件
(1) 利 率 年１．８％
(2) 期 間 １０年間（据置期間２年以内を含む）
(3) 償 還 方 法 元金均等年賦償還
(4) 担保・保証人 指定金融機関（秋田銀行 北都銀行）の定めるところによる、
７．提出書類
・貸付あっせん申請書 ・事業計画書
・添付書類 貸借対照表、損益計算書、営業報告書、定款、登記簿謄本、投資額

に係る契約書または見積書、建物等の設計図
８．募集時期

随時
９．手続きの流れ

´ ´①事前協議：貸付要件の確認（企業 センター※１）、貸付条件の協議（企業
銀行）②貸付あっせん申請（企業→センター※１）③貸付あっせん決定（センター
※１→企業、銀行）④貸付申請（企業→銀行、銀行→県）⑤貸付決定通知（県→銀
行）⑥資金の貸付（銀行→企業）
※１センターとは（財）あきた企業活性化センターのこと

１０．申し込み・問い合わせ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

創業・経営革新推進担当 TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-863-5704

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 資金支援班

〒010-8570 秋田市山王４丁目1-1

TEL 018-860-2231 FAX 018-860-3887
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３０．秋 田 県 発 電 用 施 設

周辺地域等企業導入促進資金

－発電用施設周辺地域の工場の新増設に対して融資、融資限度額２億円－

１．事業概要

発電用施設周辺地域等への企業導入及びこれら地域内における産業の近代化を図る

ため、県内において工場を新増設する企業にたいして、長期・低利の資金を貸し付け

ます。

２．貸付対象企業

製造業を営む資本の額または出資の総額が１千万円以上の会社

３．貸付対象事業

事業の用に供する設備(機械及び装置、工場用の建物、当該建物の敷地である土

地)の取得（土地の取得費用を対象とするときは、取得の日から１年以内に工場用建

物の建設に着手すること）

４．貸付要件

。(1) 設備投資額 当該設備の取得に要する費用の額が５千万円以上であること
(2) 雇 用 者 数 当該設備を使用した日から１年以内に従業員５人以上の雇用計画

があること。この場合、発電用施設周辺地域またはこれに隣接す
る市町村に居住する従業員を２０％かつ５人以上含むこと。
発 電 用 施 設 周 辺 地 域

秋田市、能代市、横手市、大館市、本荘市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、小坂町
鷹巣町、比内町、森吉町、阿仁町、田代町、合川町、上小阿仁村、琴丘町
二ツ井町、八森町、山本町、藤里町、八竜町、峰浜村、五城目町、昭和町
八 郎 潟 町 、 飯 田 川 町 、 天 王 町 、 若 美 町 、 井 川 町 、 大 潟 村 、
仁賀保町、金浦町、象潟町、矢島町、岩城町、由利町、東由利町、西目町
鳥海町、角館町、美郷町、田沢湖町、協和町、西木村、増田町、平鹿町
十文字町、山内村、稲川町、雄勝町、羽後町 東成瀬村、皆瀬村、

５．貸付限度額
投資額の５０％（上限２億円）

５．貸付条件
(1) 利 率 年１．８％
(2) 期 間 １０年間（据置期間２年以内を含む）
(3) 償 還 方 法 元金均等年賦償還
(4) 担保・保証人 指定金融機関（秋田銀行、北都銀行）の定めるところによる
６．提出書類
・貸付あっせん申請書
・事業計画書
・添付書類 貸借対照表、損益計算書、営業報告書、定款、登記簿謄本、投資に

係る契約書または見積書、建物等の設計図
７．募集時期
随時

８．手続きの流れ
①事前協議：貸付要件の確認（企業 センター※１）、貸付条件の協議（企業 銀´ ´
行）②貸付あっせん申請（企業→センター※１）③貸付あっせん決定（センター※
１→企業、銀行）④貸付申請（企業→銀行、銀行→県）⑤貸付決定通知（県→銀
行）⑥資金の貸付（銀行→企業）
※１センターとは（財）あきた企業活性化センターのこと

９．申し込み・問い合わせ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

創業・経営革新推進担当 TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-863-2390

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 資金支援班

〒010-8570 秋田市山王４丁目1-1

TEL 018-860-2231 FAX 018-860-3887
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３１．ふるさと融資

－“無利子”の長期資金で地域経済の振興を支援－

１．事業概要

ふるさと融資(地域総合整備資金)は、新たな雇用を創出し、地域経済の活性化

を図りながら、よりよい地域づくりを推進するため、(財)地域総合整備財団(ふる

さと財団)の支援を得て、県又は市町村が民間事業者に対し、長期の無利子資金を

融資する制度です。

２．対象事業

地域の振興や活性化につながるものであれば、あらゆる分野の事業が対象とな

ります（交通・通信施設整備、都市基盤整備、産業基盤整備、リゾート・観光開

発、教育・文化・福祉・医療施設整備など）。

ただし、第三者に売却又は分譲することを予定する施設、風営法に規定する風

俗（関連）施設は、貸付けの対象から除外されています。

３．対象事業の要件

県や市町村の地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた事業で、以下の

要件を満たすもの。

(1) 新規雇用者の数が、県の融資を受ける場合は１０人以上、市町村から融資を

受ける場合は５人以上であること。

(2) 事業の貸付対象費用の総額（用地取得費を除く。）が２千５百万円以上であ

ること。

(3) 公益性、事業採算性、低収益性の観点から実施されるもの。

４．融資対象者

法人の民間事業者（第三セクターも含む。）

５．融資条件

(1) 利 率 無利子

(2) 融資期間 １５年（５年以内の据置期間を含む）以内

(3) 限 度 額 貸付対象事業費に係る借入総額の２０％以内

（過疎地域・特別豪雪地域の場合は２５％以内）

(4) 担 保 民間金融機関等の連帯保証が必要

６．提出書類

借入申込書、事業計画書、事業者概要書、連帯保証予定者の意見書等

７．募集時期

随時。ただし事業着工前

８．手続きの流れ

→ →県又は市町村への相談 ふるさと財団への事前協議書提出（事業着工前）

内示 正式申請 結果通知 融資実行 償還→ → → → →

９．事業期間

４年以内

１０．申し込み・問い合わせ先等

○各市町村の担当窓口（多くは企画担当部署）

○秋田県産業経済労働部産業経済政策課 団体・金融班

〒010-8570 秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-2215 FAX 018-860-3868
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３２．新事業展開資金（創業支援資金）

－新規開業者（開業後５年以内の方を含む）に事業資金を融資－

１．事業概要

今後の成長・発展が期待される事業を新たに始めようとする意欲と能力を持つ方

に対し、事業に必要な資金を融資します。

２．融資対象者

①県内で新たに中小企業者として事業を開始しようとする者

②中小企業者のうち個人の場合は事業開始後、法人の場合には設立の日以降５年

を経過していないもの

③県内で１年以上事業を営んでいる中小企業者である法人で、新たに中小企業者

である会社を設立する計画を有するもの

３．融資条件

限 度 額 ・融資対象者①②の場合 ２，５００万円（事業費の８０％限

度）。なお、融資対象者①の場合、自己資金額を限度とする。

※３５歳未満の者の場合は、自己資金額＋１，０００万円と

２，５００万円のいずれか少ない額（事業費の８０％限度）

・融資対象者③の場合 １，５００万円（事業費の８０％限度）

貸 付 期 間 ７年

据 置 期 間 ２年

利 率 年 ２．１％

（商工会連合会等が実施する創業塾等を修了した者で、商工会

連合会等から推薦を受けた者については年１．７％）

保 証 料 年 ０．７％

保 証 人 等 保証人１人以上。ただし、第三者保証人は要しない。

本資金により取得した資産を担保徴求。

４．募集時期

通年

５．手続きの流れ

商工会議所・商工会の推せん→取扱金融機関→取扱金融機関・保証協会の審査

→融資実行

９．申し込み・問い合わせ先等

○商工会議所・商工会

○取扱金融機関（県内に本支店を有する普通銀行、商工中金、県内３信用金庫、

秋田県信用組合）

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部産業経済政策課 団体・金融班

〒 010-8570 秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-2217 FAX 018-860-3868
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３３．創業支援資金利子助成事業

－創業支援資金を利用した中高年齢者等の利子負担を軽減－

１．事業概要

非自発的離職者や中高年齢者が創業支援資金を利用して新たに事業を開始する場

合に、借入金の利子を助成し、事業を開始する際の負担を軽減します。

２．補助対象者

新たに開業し、かつ、創業支援資金を利用した個人で、開業時に非自発的離職者

又は中高年齢者である者

非自発的離職者：雇用保険の受給資格者等であり、かつ、非自発的離職者として

公共職業安定所長の証明を受けた者

中 高 年 齢 者：４５歳以上の者

３．補助の条件

(1) 対象となる融資の範囲

１，０００万円以内

(2) 補助金額

補助対象期間内に発生し、かつ、支払いをした利子

(3) 補助対象期間

創業支援資金の融資実行の日から３年間

５．募集時期

通年

６．手続きの流れ

産業経済政策課へ申請

７．申し込み・問い合わせ先等

○秋田県産業経済労働部産業経済政策課 団体・金融班

〒 010-8570 秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-2217 FAX 018-860-3868
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３４．中小企業振興資金（一般資金）

－中小企業者に事業資金を融資－

１．事業概要

中小企業の健全な発展と経営の安定を図るため、事業資金を融資します。

２．融資対象者

秋田県内で１年以上事業を営む中小企業者（中小企業信用保険法に規定する中小

企業者）

３．資金の使途

事業資金（設備資金、運転資金。短期の場合は、運転資金のみ）

ただし、経営改善計画書を提出した場合は、金融債務の償還財源とすることも認

める。

４．融資条件

資金ニーズ等により、返済条件を固定・変動・短期の中から選択できます。

固定 変動 短期

限度額 合 算 で １ 億 円

設備１０年 設備１５年
貸付期間 （据置２年） （据置２年） １年

（据置６ヶ月）
運転 ７年 運転１０年

（据置１年） （据置１年）

利 率 年２．１％ 年１．８％ 年１．８％

保証料 年１．２％ 年１．２％ 年１．２％
（セーフティネット （セーフティネット保 （セーフティネッ
保証を利用した場合 証を利用した場合は ト保証を利用した
は０．８８％） ０．８８％） 場合は０．８８

％）

保証人等 保証人１人以上、必要に応じて担保

５．提出書類

金融機関所定の書類

６．募集時期

通年

７．手続きの流れ

取扱金融機関へ申込→取扱金融機関・保証協会の審査→融資の実行

８．申し込み・問い合わせ先等

○取扱金融機関（県内に本支店を有する普通銀行、商工中金、県内３信用金庫、

秋田県信用組合）

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部産業経済政策課 団体・金融班

〒 010-8570 秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-2217 FAX 018-860-3868
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(小規模事業振興資金)３５．中小企業振興資金

－小規模企業者に事業資金を融資－

１．事業概要

小規模事業を営む方に事業資金を融資します。

２．融資対象者

次のすべてに該当する小規模事業者（従業員２０人以下［商業･サービス業は５人

以下］の事業者）

① 商工会議所又は商工会の会員であること

② 県内で１年以上事業を営んでいること

③ 商工会議所又は商工会の経営指導を受けていること

３．資金の使途

事業資金（設備資金、運転資金）

ただし、経営改善計画書を提出した場合は、金融債務の既存債務の償還財源とす

ることも認める。

４．融資条件

限 度 額 １，２５０万円

貸付期間 設備１０年（据置２年）、運転７年（据置１年）

利 率 年２．１％

保 証 料 年０．５％

保証人等 保証人１人以上、必要に応じて担保徴求

５．募集時期

通年

６．手続きの流れ

商工会議所・商工会への申込→取扱金融機関・保証協会の審査→融資実行

７．申し込み・問い合わせ先等

○各商工会、商工会議所

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部産業経済政策課 団体・金融班

〒 010-8570 秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-2217 FAX 018-860-5524



- 43 -

（中小企業災害復旧資金）３６．中小企業振興資金

－ 災害にあった中小企業者に事業資金を融資 －

１．事業概要

災害によって被害を受けた中小企業者を支援するため、事業資金を融資します。

２．融資対象者

地震、強風、水害、落雷、火災等の災害によって事務所又は事業所が罹災した中

小企業者

３．資金の使途

事業資金（設備資金、運転資金）

４．融資条件

限 度 額 １，０００万円

貸付期間 １０年（据置１年）

利 率 年１．５％

保 証 料 不要

保証人等 保証人１人以上、必要に応じて担保徴求

５．募集時期

通年

６．手続きの流れ

取扱金融機関へ申し込み→取扱金融機関・保証協会の審査→融資の実行

７．申し込み・問い合わせ先

○取扱金融機関（県内に本支店を有する普通銀行、商工中金、県内３信用金庫、

秋田県信用組合）

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部産業経済政策課 団体・金融班

〒 010-8570秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-2217 FAX 018-860-5524
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３７．新事業展開資金（事業革新資金）

－経営革新などに意欲的な企業に事業資金を融資－

１．事業概要

経営革新や創造的技術開発のために必要な資金を融資します。

２．融資対象者

中小企業者（中小企業信用保険法に規定する中小企業者）で、次のいずれかに該

当するもの

(1) 通常分

次のいずれかに該当するものとして、商工会議所又は商工会の確認または認定

を受けた者

① 中小企業経営革新支援法の承認経営経営革新計画に従って経営革新のため

の事業を実施すること

② 経営改革総合支援事業（フェニックスプラン２１）の事業計画の認定を受

けた事業を開始しており、初年度の事業計画について認定を受けた年度から

５年以内であること

③ 所属する商店街振興組合等が策定した商店街整備の基本方針に沿って、空

き店舗の取得・改造・改装等を行うこと

④ 知事が認定した地域観光振興計画を行うこと

⑤ 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の規定に基づく研究

開発等事業計画の認定を受けた事業を行うこと

⑥ 特許法に基づく特許の取得（出願中を含む）技術を有し、その実用化のた

めの事業を行うこと

⑦ 県の研究機関等で共同開発した技術・製品の実用化、生産化のための事業

を行うこと

⑧ 県の補助金の交付を受けて研究開発した技術等の実用化のための事業を行

うこと

⑨ 知事が認定した環境調和型事業を行うこと

⑩ 事業転換、事業多角化をしようとすること

⑪ 新市場進出による事業展開を図ろうとすること

⑫ 海外へ進出する事業展開を図ろうとすること

(2) 総合支援枠

次のいずれかに該当する者

① 新規創業・ベンチャービジネス総合支援事業等において知事（１７年度か

らは(財)あきた企業活性化センター理事長）が適当と認めた事業計画を開始

または実施しており、知事（〃）が適当と認めた日から３年を経過していな

いこと

② あきた２１企業育成プロジェクト事業の事業計画について、（財）あきた

企業活性化センター理事長の認定を受けた事業を開始または実施しており、

初年度の年度別実施計画の認定を受けてから３年を経過していないこと

③ フェニックスプラン２１の事業計画について知事（〃）の認定を受けた事

業を開始または実施しており、初年度の事業計画の認定を受けた年度から５

年度以内で大幅な事業転換を行うこと

(3) 仕入資金枠

上記(2)の③に該当する者で、仕入資金等の運転資金を反復継続的に必要とす

るもの

３．資金の使途

事業展開等に必要な資金
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４．融資条件

通常分 総合支援枠 仕入資金枠

限度額 １億円 ①１億円 ②２億５千万円 ２千万円
③１億５千万円⑨は２億円

貸付期間 １０年 ①１０年 ②及び③１５年 ５年

据置期間 ３年 ３年

利率 年１．７％ 年１．５％ 金融機関所定金利

保証料 年０．７％ 年０．５％ 年１．２％

保証人等 保証人１人以上、必要に応じて担保 保証人１人以上、ただし、保証人１人以上、た
徴求 第三者保証人不要 だし、第三者保証人
ただし、2,000万円以内の利用の 本資金により取得した 不要
場合には、第三者保証人不要、 資産を担保徴求 必要に応じて担保
本資金により取得した資産を担 徴求
保徴求 ５年の期間中は、融

資限度内繰り返し利
用可能

５．募集時期

通年

６．手続きの流れ

（１）通常分

商工会議所・商工会の確認・認定→取扱金融機関への申込

→取扱金融機関・保証協会の審査→融資の実行

（２）総合支援枠・仕入資金枠

（該当事由についての認定）→取扱金融機関への申込

→取扱金融機関・保証協会の審査→融資の実行

７．申し込み・問い合わせ先等

○商工会議所・商工会

○取扱金融機関（県内に本支店を有する普通銀行、商工中金、県内３信用金庫、

秋田県信用組合）

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部産業経済政策課 団体・金融班

〒 010-8570 秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-2217 FAX 018-860-3868
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３８．新事業展開資金（事業継承資金）

－ 営業譲渡を受ける中小企業者に事業資金を融資 －

１．事業概要

他の企業から営業譲渡を受けた中小企業者に、事業資金を融資します。

２．融資対象者

次の企業から営業の全部又は一部の譲渡を受けて当該事業を行う中小企業者

①破産宣告等を受けた企業

②営業の全部又は一部を取りやめる企業

３．資金の使途

事業資金（設備資金、運転資金）

４．融資条件

限 度 額 ５，０００万円

貸付期間 １０年（据置３年）

利 率 年１．７％

保 証 料 年０．７％

保証人等 保証人１人以上、必要に応じて担保徴求

５．募集時期

通年

６．手続きの流れ

取扱金融機関へ申し込み→取扱金融機関・保証協会の審査→融資の実行

７．申し込み・問い合わせ先

○取扱金融機関（県内に本支店を有する普通銀行、商工中金、県内３信用金庫、

秋田県信用組合）

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部産業経済政策課 団体・金融班

〒 010-8570秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-2217 FAX 018-860-5524
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３９．経営安定資金

－業況の悪化している企業等に事業資金を融資ー

１．事業概要

一時的に業況が悪化している方や倒産企業の影響を受けている方の経営の安定と

事業の活性化を図るために、必要な資金を融資します。

２．融資対象者

秋田県内で１年以上事業を営む中小企業者（中小企業信用保険法に規定する中小

企業者）で、次のいずれかに該当するもの

＜通常分＞

① 直近３カ月の売上高、直近１２カ月ののうち６カ月の売上高又は今後３カ月

の売上高の見込みが前年同期比で５％以上減少していること

② 直前決算において赤字を計上していること

③ 倒産企業に対して５０万円以上の売掛債権又は前渡金返還請求権を有してい

ること

④ 破綻金融機関と取引のあるものとして中小企業信用保険法第2条第3項第6号の

規定による特定中小企業者の認定を受けたこと

＜特別改善枠＞

① 経営の安定に支障を生じ、再建計画について商工調停士の指導を受け、再建

の見込みがあるものとして、商工会議所又は商工会連合会などから推薦を受け

たこと

② 秋田県中小企業再生支援協議会の支援を受けて再生を行うこと

３．資金使途

経営の安定・活性化に必要な資金。ただし、経営改善計画書を提出した場合は、

同一制度の既存債務の償還財源とすることも認める。また、特別改善枠について、

商工調停士が当該企業の再生のために特に必要と認めた場合には、既存の秋田県信

用保証協会の保証付債務（金融安定化特別保証制度を除く。）の償還財源とするこ

とも認める。

４．融資条件

通常分 特別改善枠

８，０００万円 ①５，０００万円
限度額

④は別枠５，０００万円 ②８，０００万円

貸付期間 １０年（据置２年）

利率 年１．７％ 年２．１％

保証料 年１．２％ 年１．２％
③は０．５％

（セーフティネット保証を利用し （セーフティネット保
た場合は０．８８％） 証を利用した場合は

０．８８％）

保証人等 保証人１人以上、必要に応じて担保 保証人１人以上
徴求 （第三者保証人不要）
ただし、利用額が1千万円以内でかつ 必要に応じて担保
商工会等から経営改善計画の作成指 徴求
導を受けている場合は、無担保内部
保証人で可
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５．募集時期

通年

６．手続きの流れ

通常分

商工会議所・商工会の認定→取扱金融機関への申込

→取扱金融機関・保証協会の審査→融資の実行

特別改善枠

商工会議所・商工会などへの相談→商工調停士による再生計画の作成

→関係金融機関・保証協会との協議→商工調停士による推せん

→取扱金融機関への申込→取扱金融機関・保証協会の審査→融資の実行

７．申し込み・問い合わせ先等

○商工会議所、商工会

○取扱金融機関（県内に本支店を有する普通銀行、商工中金、県内３信用金庫、

秋田県信用組合）

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部産業経済政策課 団体・金融班

〒 010-8570秋田市山王四丁目１－１ TEL 018-860-2217 FAX 018-860-5524
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４０．再建企業特別融資資金

－中小企業者の再建、再チャレンジをのための事業資金を融資－

１．事業概要

法的手続きによる再建をめざす方や廃業・倒産を経験した方が、事業の再建や再

チャレンジを図るための事業資金を融資します。

２．融資対象者

(1) 事業再生資金

次のいずれかに該当する者

① 民事再生法に基づき計画の承認を受け、再生計画の途上にあること

② 会社更生法に基づき計画の承認を受け、更生計画の途上にあること

③ 私的整理ガイドラインに基づき再建計画が成立し、再建計画の途上にあるこ

と

(2) 再起支援資金

廃業や倒産により事業を断念した後、新たに事業を開始しようとする者で、次

のいずれかに該当するもの

① 県内で新たに事業を開始する法人を２カ月以内に設立する具体的計画のある

個人

② 県内で新たに中小企業者として事業を開始した日以後、１年を経過していな

い法人

３．資金の使途

(1) 事業再生資金 運転資金

(2) 再起支援資金 設備資金、運転資金

４．融資条件

(1)事業再生資金
限 度 額 １億円
貸付期間 １年
利 率 金融機関所定金利
保 証 料 年１．２％
保証人等 保証人１人以上、原則として担保徴求

(2)再起支援資金
限 度 額 ２，５００万円
貸付期間 １０年（据置２年を含む。）
利 率 金融機関所定金利
保 証 料 年１．２％
保証人等 保証人１人以上、必要に応じ担保徴求

５．募集時期

通年

６．手続きの流れ

取扱金融機関へ申し込み→取扱金融機関・保証協会の審査→融資の実行

７．申し込み・問い合わせ先等

○取扱金融機関（県内に本支店を有する普通銀行、商工中金、県内３信用金庫、

秋田県信用組合）

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部産業経済政策課 団体・金融班

〒 010-8570秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-2217 FAX 018-860-5524
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４１．高 度 化 資 金

―中小企業診断士の助言が一体となった長期・低利の直接融資―

１．事業概要

共同で経営基盤の強化、経営革新を目指す中小企業者等に対し、事業展開に必要

な土地、建物、設備の資金の一部を長期・低利で県が直接貸し出す制 度です。

２．支援の対象者

事業協同組合や商店街振興組合、その組合員等（事業メニューにより異なりま

す）。

３．対象事業

（１）集団化事業

市街地に散在する工場や店舗などを集団で移転し、公害問題などのない適地に

工場団地や卸団地を建設する事業です。

（２）集積区域整備事業

商店街や工場団地、卸団地等、既存の企業が集積している地区において、道路

の拡幅、アーケード・カラー舗装の設置、店舗・事業所の改造、共同配送センタ

ーの設置等の再整備を行う事業です。

（３）施設集約化事業

中小企業者が共同で組合や会社を設立し、共同工場、共同店舗、共同事業所等

を設置する事業です。

（４）その他

上記以外にも様々なメニューがあります。

４．貸付条件

（１）限度額

貸付対象金額の８０％以内

（２）金利

０．８０％（市中金利に応じて変動、特別な条件を満たすことで、無利子とな

ります）

（３）期間

２０年以内（一部１０年以内）※据置期間３年以内（一部１年以内）を含む

５．募集期間

随時

６．手続きの流れ

事前説明⇒事前助言⇒計画書の提出⇒計画診断⇒事業認定⇒着工⇒完了検査

⇒融資実行

※構想段階から県に相談していただき、お互いの協力のもと事業を進めます。

７．事業の特徴

計画の作成段階から、中小企業診断士によるアドバイスを行い、事業目的が確実

に達成されるよう支援します。

８．問い合わせ先

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 資金支援班

〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1

TEL 018-860-2231 FAX 018-860-3887
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４２．あきた目利き倶楽部事業

－マーケティング活動を総合的に支援－

１．事業概要

県内企業が持っている独自の製品・技術等（以下「製品等」）について、首

都圏の企業者等で構成される倶楽部アドバイザーが、企業のプレゼンテーショ

ンに基づき市場側からの観点でディスカッションを行い、製品等の可能性や問

題点をプロの目から掘り出します。

企業がこの評価を今後の市場展開、製品等の改良や商品化に向けた取り組み

に生かすことにより、売れる商品づくりを支援するものです。

２．補助対象者

自社製品等を有する県内企業者で、別に定める対象外業種に該当しない者。

３．提出書類

あきた目利き倶楽部参加申込書（別紙様式あり）

４．申請時期

随時（毎月末までの申請分について、 を行ったうえで、目利き倶楽事前評価

部で評価します）

５．手続きの流れ

事前審査の後、目利き倶楽部においてプレゼンテーションを実施します。提

出書類及びプレゼンテーションの内容を総合的に検討した上で、製品等の市場

性について評価を行い、販売戦略等に対するアドバイスを実施します。

また、特に製品等の熟度が高いと評価された場合には、市場調査や製品改良

に係る費用についての を利用できるほか、具体的な業務提携先や販補助事業※１

路の紹介等具体的な も行います。コーディネート※２

６．申し込み・問い合わせ先

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

販路拡大推進担当 TEL 018-860-5623 FAX 018-860-5612

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 調整・企画班

〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1

TEL 018-860-2242 FAX 018-860-3887

※１ 「目利き倶楽部フォローアップ事業」補助金

目利き倶楽部において、高い評価を受けた県内企業の優良製品について、販

路拡大等の事業展開を支援するため、市場調査、展示会や見本市への出展、

デザイン改良等のアドバイスに要する経費の一部を補助します。（補助率１

／２以内、補助上限１，５００千円）

※２ 「事業化コーディネーター」事業、「商品化アドバイザー」事業

目利き倶楽部において、高い評価を受けた県内企業の優良製品について、企

業の必要に応じて専門家を活用し、首都圏企業との業務提携や販路拡大のコー

ディネイト、実践的なアドバイス等を行います。（コーディネーター又はアド

バイザーに係る費用（旅費、謝金（５万円／回）、支援は２～５回程度受けら

れます）の２／３を補助します
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４３．あきた女性チャレンジサポート事業

－女性の起業家を育成する総合的な情報提供・相談の実施－

１．事業概要

起業希望の女性を対象に、支援機関の実施するセミナーの開催情報や各種支援情

報をインターネットで提供するとともに、県内３カ所の男女共同参画センターで女

性の起業へのチャレンジに対するアドバイスを行います。

２．対象者

一般

３．支援内容

○あきたチャレンジサイト（仮称）の開設

①開設時期 平成１８年１月（予定）

②開催場所 中央男女共同参画センターホームページ内

④内 容 起業をはじめとする女性の様々なチャレンジに関するセミナー及

び支援制度の情報提供

○チャレンジサポートアドバイザー（仮称）によるアドバイスの実施

①場 所 各男女共同参画センター内

（北部：大館市、中央：秋田市アトリオン、南部：横手市）

②内 容 各種情報の提供、専門機関の紹介等

４．申込み・問い合わせ先

○秋田県生活環境文化部男女共同参画課

〒 010-8570 秋田県秋田市山王四丁目１－１

TEL 018-860-1556 FAX 018-860-3895

E-mail persons@pref.akita.lg.jp
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４４．専門家派遣事業

－経営課題解決のため民間専門家を派遣－

１．事業概要

創業や経営革新を図ろうとする企業等が抱える様々な課題を気軽に相談できるように、(財)

あきた企業活性化センターに登録された専門家や、県内に設置された各地域中小企業支援セン

ターに専門的知識を有するコーディネーターが、各支援機関等と連携・役割分担を図りながら

事業者の方の創業や経営革新等を支援します。

また、コーディネーターでは対応できない高度な相談事例については、相談内容に応じて専

門家を選定し、派遣して問題点の解決に協力します。

（１）専門家派遣事業（財団法人あきた企業活性化センター）

経営、情報、技術、販路等ソフト面の支援のため、民間専門家を活用した診断・助言指導

を行います。

なお、専門家派遣に必要な経費のうち2/3は（財）あきた企業活性化センターが補助しま

す。

（２）相談窓口事業（各地域中小企業支援センター）

各センターに配置されたコーディネーターが、創業予定者や小規模事業者の方等に対して、

経営、金融相談、受発注、技術、マーケティングなど創業や経営革新をはじめとする各種課

題について、個別面談を行うなど、きめ細かな窓口相談を行う中で、個々の事業者の方が抱

える基本的な課題の把握に努め、その課題解決のための適切な指導や助言を行います。

２．派遣対象

県内に在住する個人事業者及び中小企業者

３．助成率

専門家への謝礼及び旅費経費の2/3（1/3は企業負担となります。）

４．提出書類

所定申込書あり

５．募集時期

随時

６．事業期間

1年間

７．申し込み・問い合わせ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○県北地域中小企業支援センター（秋田県商工会連合会北部指導センター内）

〒017-0044 大館市御成町2－8－14 大館商工会議所４階

TEL 0120-892-378/0186-49-7126 FAX 0186-49-3649

○県南地域中小企業支援センター（秋田県商工会連合会南部指導センター内）

〒013-0046 横手市神明町2-27 県保証協会横手・湯沢支所２階

TEL 0120-702-378/0182-32-7156 FAX 0182-32-8957

○本荘･由利地域中小企業支援センター（本荘由利産学共同研究センター内）

〒015-0051 本荘市川口字大覚１８２番地

TEL 0184-22-3488 FAX 0184-23-7460
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４５．専門家相談窓口開設事業

－商売・事業・経営の様々な問題・課題・悩み・疑問解決のため相談窓口を設置－

１．事業概要

新規創業を目指す者や企業の新分野進出、事業展開の過程での問題、課題解決に応

えることを中心に、弁護士・税理士・社会保険労務士・弁理士等の専門家による相談

を秋田県産業振興プラザ内で受け付けるほか、弁護士以外の専門家については、Ｅメ

ールやファックスによる相談も受け付けます。

２．対象企業

新規創業を目指す者や新分野進出を計画中の企業等

３．支援内容

（１７年度の予定は次のとおり）

専 門 家 名 開 設 日 開 設 時 間 開 設 場 所

弁 護 士 毎月第２・４火曜日

税 理 士 毎月第１・３木曜日

司 法 書 士 毎月第１・３火曜日 午後１時

行 政 書 士 毎月第１・３水曜日 産業振興

社会保険労務士 毎月第１・３木曜日 ～午後４時 プラザ内

弁 理 士 毎月第２・４火曜日

デ ザ イ ナ ー 毎月第１・３水曜日

※ １組の相談時間：原則３０分

相談料：無料

４．提出書類

専門家相談申込書

５．募集時期

５月より開始予定

Ｅメール、ファックスによる相談 随時・受付

面談による相談 希望する専門家相談の開設日の１週間前まで申込み。

６．申し込み・問い合わせ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704
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４６．戦略的情報化推進事業

－ＩＴ人材育成のためのＩＴ技術の実践的研修やＩＴ活用セミナーを開催－

１．事業概要

ＩＴ化の進展に伴い、県内中小企業にとって情報技術の急激な進歩に対応できる

人材の育成や経営革新のための戦略的情報化投資が重要な課題となっています。こ

うしたことから企業に対するＩＴ化を支援する人材を育成するための研修及び戦略

的情報化に関するセミナー等を開催します。

（１）ＩＴ研修等開催支援事業

情報産業や企業の情報担当者を対象としたＩＴの技術的専門的研修及びＩＴに

関するセミナー等を実施します。

対 象 者 県内情報産業の情報処理技術指導者、企業の情報処理担当者

実施主体 (財)あきた企業活性化センター及び同センターから委託を受けた

（社）秋田県情報産業協会等

内 容 ①プログラミングその他の技術的専門研修

②戦略的なＩＴ活用に関するセミナー

(それぞれの研修によって異なります)料 金 ①研修：有料

②セミナー：無料

２．申し込み・問い合わせ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

創業・経営革新推進担当 TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 新産業班

〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1

TEL 018-860-2246 FAX 018-860-3887
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４７．ものづくり経営体質強化研修事業

１．事業概要

企業の特徴、強みを活かした経営戦略策定の必要性やマーケティングの重要性を説くとともに、発注

者からのＱ・Ｃ・Ｄ（品質向上、コストダウン、短納期）等の要請に対し競合他者との競争力を付ける

ための生産部門の研修及び営業戦略策定や営業管理手法の習得等営業部門の研修を一体的に行うことに

より生産管理、営業力の両面のスキルアップを図ります。

２．研修の受講対象企業

県内の中小製造業者

３．実施方法

企業の経営改善指導等において豊富な経験と実績のあるコンサルティング機関により、講義・ケース

スタディ等により実践的な内容の研修を体系的に実施します。

(1) 会 場 県内３箇所（県北、中央、県南）を予定

(2) 回 数 １コースあたり５回（１０日間）を予定

(3) 定 員 １会場あたり１０社程度を予定

(4) 費 用 ５万円／社（１社当たり３名程度まで受講できます。）

(5) 研修内容 未定（会場によって異なる内容となる場合があります。）

４．提出書類

受講申込書

５．募集時期

５月以降（未定）

６．手続きの流れ

受講生募集→受講申し込み→受講決定→負担金納入→研修開始

７．申し込み・問い合わせ先等

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

創業・経営革新推進担当 TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 経営支援・商業班

〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1

TEL 018-860-2244 FAX 018-860-3887
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４８．創業支援室（貸し事務室）

－創業する方に低料金で事務所を提供－

１．事業概要

創業・起業化や新たな事業分野への進出等を目指した意欲的な企業に事務スペー

スを提供することを目的に県庁第２庁舎内に開設しています。

２．創業支援室の概要

①所在地 秋田市山王３－１－１(秋田県第二庁舎) 産業振興プラザ３階
②室数・面積・使用料等

室 名 室数 面積(㎡) 月額使用料(円)
創業支援室Ａ ８ １７又は２２ ２１,０００

〃 Ｂ ３ ４８又は５０ ５０,０００
保証料・敷金等は不要ですが、使用料の他に電気料等を負担して頂きます。
また、電話については自己設置です(各室へは配線済)。

③その他の機能
・２４時間の業務利用が可能 ・ＯＡフロア
・電気容量；３０Ａ(創業支援室Ａ)、４５Ａ(創業支援室Ｂ)
・インターネットに無料接続可能な情報コンセント設置済
・駐車場；入居者は外来駐車場を利用できません
・各室専用カードキーにより管理

３．入居対象企業

(１)新規創業者

県内で新たに事業を開始しようとする個人又は会社並びに県内で新たに事業を

開始した個人又は会社であって事業を開始した日以後５年を経過していない者。

(２)組織化、共同化及び組織変更を行おうとする者

県内において組織化、共同化及び組織変更を行おうとする者で次に該当する者

①主として事業所支援型サービス業に属する者であって県内において組織化・

共同化を図り、経営資源を強化し県内産業の競争力向上に寄与することを目

的とする者。

②異業種交流により組織化・共同化を図り新業種・新業態への進出を図ろうと

する者で具体的に事業化段階に達した者。

③事業協同組合、企業組合及び協同組合から株式会社及び有限会社に組織変更

を行い事業拡大を行おうとする者。

※店舗としての使用、あるいは本社機能が他の場所にある場合の営業拠点や支

社等としての使用はできません。

４．入居期間

１年間。但し、審査の上最初の入居から３年まで更新可能

５．募集方法

空き室が生じた場合は、公募により入居者を決定

６．問い合わせ先

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

創業・経営革新推進担当 TEL 018-860-5702 FAX 018-863-2390

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 調整・企画班

〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1

TEL 018-860-2242 FAX 018-860-3887
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４９．秋田ビジネスサポートセンター

（貸しブース）

－首都圏での活動拠点となる共同オフィス（貸しブース）を低料金で提供－

１．事業概要

県内企業の首都圏での受注開拓や販路拡大等の営業活動を支援するために、東京

都内に県内企業が営業拠点として利用できる共同オフィス（貸しブース）を設置し

ています。

２．秋田ビジネスサポートセンターの概要

①設置場所 東京都千代田区有楽町２－１０－１

東京交通会館１１階 電話０３－５２２１－８８００

Ｊ Ｒ／山手線有楽町駅より徒歩１分

地下鉄／有楽町駅より徒歩３分

②面 積 １４０．１㎡

③設置機能 ア 貸しブース １４ブース（１ブース面積約3.3㎡）

個室スタイルの１人用ブース

専用電話、専用ファックス付き

（通話料及び消耗品代は利用者負担）

イ 商談室 ２室（無料）

ウ 複写機（カラー） １台（共同利用）

エ 展示棚 １台

オ 総合受付 スタッフによる電話・来客の取り次ぎあり

④利用料金 利用単位：１カ年（更新可能）

６３，０００円／月（税込み）

３．利用対象者

（１）県内に本店又は支店を登記している会社及び事業協同組合等

（２）(財)あきた企業活性化センター理事長が利用の必要性を認めた団体、法人等

（３）貸しブースに入居した県内商工団体等の構成員等

４．利用期間

１年間。但し、利用更新時の審査によっては、最初の入居から最長１０年まで

更新可能。

５．募集時期

貸しブースに空きが生じたときに、利用申し込みを受け付ける。

６．問い合わせ先

○秋田ビジネスサポートセンター

〒100－0006東京都千代田区有楽町2－10－1

東京交通会館11F（JR有楽町駅より徒歩１分）

TEL.03－5221－8800 FAX.03－5221－8821

○（財）あきた企業活性化センター

〒010-8572 秋田市山王三丁目1-1

販路拡大推進担当 TEL 018-860-5623 FAX 018-860-5612

営業統括グループ TEL 018-860-5609、5610、5611

FAX 018-860-5704

○秋田県産業経済労働部商工業振興課 経営支援・商業班

〒010-8570 秋田市山王四丁目1-1

TEL 018-860-2244 FAX 018-860-3887
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５０．工業技術センター 施設・設備

－開放研究室、設備機器等を低料金で開放－

１．事業概要

工業技術センターでは、試験研究、技術支援・相談、技術者養成、研究会活動、

研修会・講習会の開催、技術情報の提供などの業務を行っており、県内企業をはじ

め外部の方に施設や設備機器を次のとおり開放しています。

２．施設・設備の概要

（１）開放研究室

面積 室数 １室使用料金(月) 開放研究室には、備品としてＯＡテーブル、

４０ ２室 ４３，２００円 ＯＡチェア、キャビネット、ロッカー、作業台

４６ ６室 ６４，８００円 などが備え付けられており､LANの端子が設け

５９ ２室 ６７，９００円 られておりますので、コンピュータを持ち込む

計 10室 ことにより、電子メール等を利用できます。

（２）講堂、研修室、会議室、展示室

区 分 使 用 料 収容人数

午前9時～12時 午後1時～5時 前9時～午後5時

講 堂 ３，５００円 ４，６００円 ８，１００円 １００人

研修室 １，０００円 １，４５０円 ２，４５０円 ２０人

会議室 １，８５０円 ２，４５０円 ４，３００円 ５０人

展示室 （１日） １，３００円

また、次の付属備品が使用できますので、施設の使用申込の際お申し込み下さい。

なお、これらについては、使用料はかかりません。

備 品 名 数量 備 品 名 数量

液晶プロジェクタ ２ オ-バ-ヘッドプロジェクタ ２

VHSビデオデッキ １ スライドプロジェクタ １

スクリーン ３ ワイヤレスマイク ２

指示棒 ３ ホワイトボード ３

黒板 ３

（３）機械設備の使用料については、工業技術センターへお問い合わせください。

３．留意事項

（１）利用者

特に制限はありません。

（２）利用日時

原則として、当センターの休業日を除く午前９時から午後５時までです。

（３）利用・申し込み方法

あらかじめ電話等により、対象設備、利用日時等をご連絡の上、当日まで

「工業技術センター使用許可申請書」による手続きが必要です。

使用が可能な場合は、「工業技術センター使用許可書」を交付します。

（４）使用方法の指導

設備機器の使用方法については、必要に応じて当センター職員が指導します。

（５）支払方法

当センターで発行する納入通知書により納付することになっています。

４．問い合わせ先

○秋田県産業技術総合研究センター総務企画部 企画班

〒010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄４番地１１

TEL 018-862-3414 FAX 018-865-3949



- 60 -

５１．高度技術研究所ー施設・設備

－ 開放研究室、設備機器等を開放 －

１．事業概要

高度技術研究所では、将来の技術動向を見据えた、最先端技術テーマの研究開発活

動を通じて、高度技術基盤の確立、県内企業等の創造的研究開発の支援、高度な技術

を有する人材の育成、新産業の創出に向けた研究会活動などの業務を行っており、県

内企業をはじめ外部の方に施設や設備機器を次のとおり開放しています。

２．施設・設備の概要

（１）開放研究室

面 積 室 数 １室使用料金(月額)

６１ ６室 １９８,６００円㎡

備品として、机、椅子、キャビネット、作業台などが備え付けられております。

特殊ガス(アルゴンガス、窒素ガス)、圧縮空気が使用できます。

ドラフトチャンバーが設置している研究室が３室あります。

（２）研修室

区 分 使 用 料 収容人数

午前9時～12時 午後1時～5時 前9時～午後5時

視聴覚研修室 ９,４５０円 １２,６００円 ２２,０５０円 １００人

実地研修室 ３,４５０円 ４,６００円 ８,０５０円 ２４人

一般研修室 ３,４５０円 ４,６００円 ８,０５０円 ４８人

次の付属設備が使用できますので、施設の使用申込の際お申し込み下さい。

視聴覚研修室 映像装置 １式 ２,０５０円

同時通訳装置 １時間につき １,５５０円

研修室共通 オーバヘッドプロジェクタ １式 ５１０円

ビデオレコーダ １回につき ５１０円

拡声装置 ５１０円

（３）機械設備の使用料については、高度技術研究所へお問い合わせください。

電波暗室、ＥＳＣＡ、ＴＥＭ、ＳＥＭ、集束イオンビーム

スパッタ装置ほか

３．留意事項

（１）利用者

特に制限はありません。

（２）利用日時

原則として、当研究所の休業日を除く午前９時から午後５時までです。

（３）利用・申し込み方法

あらかじめ電話等により、対象設備、利用日時等をご連絡の上、当日まで

「使用許可申請書」による手続きが必要です。

使用が可能な場合は、「使用許可書」を交付します。

（４）使用方法の指導

設備機器の使用方法については、必要に応じて当研究所職員が指導します。

（５）支払方法

研究所で発行する納入通知書により、金融機関に納付することになっています。

４．問い合わせ先

○秋田県産業技術総合研究センター総務企画部 企画班

〒010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄４番地１１

TEL 018-862-3414 FAX 018-865-3949



- 61 -

業の皆様のさまざまなご相談を企
お待ちしております。

秋田県産業振興プラザは・・・・○

・ワンストップで総合的専門的な支援を行います。

・起業から技術開発、販路拡大まで幅広いご相談に応じます。

・融資、補助金、専門家派遣、事務所スペースの提供など、集中的な企業支援を行

います。

・民間での豊富な経験をもったアドバイザーが対応します。

・ビデオ・書籍の閲覧や貸出し、パソコンソフトの体験など、気軽に利用できます。

秋田県産業振興プラザの組織とネットワーク○

▼ ▼秋田県産業振興プラザ

企業の皆様が利用できる施設

インフォメーションコーナー（１階）、創業支援室（３階）、

マルチメディア情報制作室（３階）

（財）あきた企業活性化センター

資金、技術、情報化、経営相談などの様々な支援を行う

新事業創出（地域プラットフォーム）の中核機関です。（２階）

連 携

・公設試験研究機関 の専門家大学 民間

機関・信用保証協会 労働省関係の団体金融 厚生

開発機構、職業能力開発協会)（雇用・能力

中小企業支援センター 工 団 体地域 商

（ ・商工会・中小企業団体中央会等）（大館・横手・本荘） 商工会議所

利用を希望する方は、こちらにご連絡ください。

０１８－８６０－５６１０○産業振興プラザインフォメーションコーナー

○住所 秋田市山王３－１－１ 県庁第２庁舎内
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○地域中小企業支援センター

◇県北地域中小企業支援センター

電話 ０１２０－８９２－３７８

開設時間 平日９：００～１７：００

秋田県商工会連合会 北部指導センター内

〒０１７－００４４ 大館市御成町２－８－１４ 大館商工会議所４階

電話 ０１８６－４９－７１２６ ＦＡＸ ０１８６－４９－３６４９

◇県南地域中小企業支援センター

電話 ０１２０－７０２－３７８

開設時間 平日９：００～１７：００

秋田県商工会連合会 南部指導センター内

〒０１３－００４６ 横手市神明町２－２７県保証協会横手湯沢支所２階

電話 ０１８２－３２－７１５６ ＦＡＸ ０１８２－３２－８９５７

◇本荘・由利地域中小企業支援センター

電話 ０１８４－２２－３４８８

開設時間 平日９：００～１７：００

本荘由利産学共同研究センター内

〒０１５－００５１ 本荘市川口字大覚１８２番地

電話 ０１８４－２２－３４８８ ＦＡＸ ０１８４－２３－７４６０
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秋田県産業振興プラザ
交通のご案内

市営バス・秋田中央交通バス●

秋田駅より山王八橋線、土崎寺内線でＮＨＫ前

下車徒歩１分

●タクシー

秋田駅より約１０分

〒018-8572 秋田市山王３丁目１番１号（県庁第２庁舎内）

ＵＲＬ http://www．bic-akita．or．jp/

インフォメーションコーナー ＴＥＬ ０１８－８６０－５６１０


