
≪問い合せ先≫
●秋田県商工会議所連合会
　 　　 Ｔｅｌ　018-863-6673

●秋田県商工会連合会

　　　　Ｔｅｌ　018-863-8495

●秋田県中小企業団体中央会 1組の相談時間：原則
相談料：無料

　 ※上記団体は秋田県商工会館内にあります。

〒010-0923  秋田市旭北錦町1-47 5月より開始 【貸付限度額】：2000万円
●雇用・能力開発機構秋田センター （１）新事業動向等調査事業
〒010-0001秋田市中通４－１２－４ 利率　年１．７％ （２）新商品・新技術開発事業
安田生命秋田ビル６Ｆ 【補助対象経費】 （３）販路開拓事業

期間　７年以内（据置１年） （４）人材養成事業
保証人　連帯保証人１人以上

●秋田市チャレンジオフィスあきた 【取扱金融機関】 ◎謝金、旅費、庁費、研究開発費、委託費
〒010-0923  秋田市土崎港西３丁目9-15 ●（財）あきた企業活性化センター 第１回　4月5日～5月13日 【補助金の額・補助率】

第２回　7月1日～7月29日 【申請時期】：４月～６月（予定） 限度額： 400万 補助率：補助対象経費の2/3以内
課題解決的ﾃｰﾏは随時 補助率： 2/3以内 補助金の額：200万円～1,300万円以内

◆秋田県創業支援連携会議事務局 ●（財）あきた企業活性化センター 【募集時期】：12月～1月（予定）
秋田県産業経済労働部商工業振興課 ●（財）あきた企業活性化センター

≪申込み・問い合せ先≫ ●（財）あきた企業活性化センター ●（財）あきた企業活性化センター

●（財）あきた企業活性化センター

ULT: www.bic-akita.or.jp/kigyouka/

【事業内容】

①新分野進出研究開発補助金 ●（財）あきた企業活性化センター

●（財）あきた企業活性化センター 【募集時期】：随時

●（財）あきた企業活性化センター ②小規模商品開発補助金
①目利き倶楽部フォローアップ事業補助金

　 商品化アドバイザー事業
・4月～5月中旬(予定) ・4月～6月(予定)

調整・食品・秋田ブランド推進班 ●（財）あきた企業活性化センター

【募集時期】：17年6月末 ≪申込み・問い合せ先≫ Fax018-860-3828 Fax018-860-3806

 18年3月末 ●各市町村の担当窓口（企画担当部署）

又は●秋田県産業経済労働部　団体・金融班

※連絡先は一覧参照 【申請締切】：16年8月末、17年3月末
≪申込み≫　● 各市町村の担当窓口（企画担当部署）

≪問い合せ先≫　● 各市町村の担当窓口（企画担当部署）

   又は●秋田県企画振興部市町村課　調整・地域振興班

　　　支援事業 　　　　助成金・助成事業 　　　　　融資関係 ※連絡先は一覧参照

商工業振興課（H17.5.9 作成） －１－

・創業を目指している方々を対
象に、各支援機関が創業に必要
な事業計画の立案や経営革新
等についての講座・セミナー等を
開催します。

平成１７年度　創業者・中小企業者等のための支援策一覧

≪申込み・問い合せ先≫
【申請時期】：随時

【補助対象者】【助成対象研究会】
◎中小企業新事業活動促進法
（旧経営革新法）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

【補助対象事業】
◎高度技術または新製品の
開発、製品の高付加価値
化、生産工程の合理化、地
域資源の活用、新社会シス
テムの開発等

・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。

【補助対象事業】

・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、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、技術の先端性
ノウハウの独自性、事業の
発展性等の多様な面から
事業化の可能性を評価し
ます。◎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

◎ビジネスプラン（経営戦
略、マーケティング、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）

【補助対象経費】

【評価の内容】

・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
取組みを支援します。

【補助金の額・補助率】

販路拡大推進担当

【事業期間】：1年
≪申込み・問い合せ先≫

◎（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。

【貸付要件】

【申請時期】：随時

【募集時期】：9月～10月(予定

≪申込み・問い合せ先≫ 【評価後の措置】

県内企業の製品・技術等につい
て、専門家が市場側からの観点
で評価し、販売促進や製品の改
良に係るアドバイスを行うことに
より、企業の売れる商品づくりを
支援します。

※連絡先は一覧参照
創業・経営革新推進担当

≪申込み・問い合せ先≫

・新規事業を目指す方や企
業の新分野進出、事業展開
の過程での問題、課題解決
のために、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付
ける他、Ｅﾒｰﾙや封書による
相談も受付けています。

・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。

◎あきた目利き倶楽部参加企業
の内、特に製品等の熟度が高い
と評価された場合には①及び②
の事業を利用できます。（ただし別

途申請が必要です。

◎一定の評価を受けた
企業には、（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。

・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。

・高度技術産業集積地域内
（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
し付けします。

◎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

【貸付対象事業】

【貸付要件】

（保証料０．５％はセンターが負担）

※連絡先は一覧参照

≪申込み・問い合せ先≫

産学連携推進担当

【補助率、補助金の限度額】
◎補助対象経費の10分の10
以内（上限額額　1000万円）

【申請締切】：17年4月1日

◎研究者の人件費、原材料費、
機械装置費、工具器具費、外注
加工委託費、技術指導受入費、
知的財産権取得費、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
調査費
（人件費・外注加工費について
は、補助対象経費の50%まで）

【補助率、補助金の限度額】

研究会への助成：７０万円

◎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）

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。

【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、試作費への助
成を認められた研究会にあって
は、試作費及び商品化可能性調
査費

【補助対象経費】

営業統括グループ

≪申込み・問い合せ先≫

【支援内容】

相談は面談により行います。
希望する専門家相談の開設
日の1週間前まで申し込み。

【募集時期】
　　　　Ｔｅｌ　018-863-8701

　　　　Ｔｅｌ　018-836-3181

   又は●秋田県企画振興部
市町村課　調整・地域振興班

≪申込み・問い合せ先≫

● 各市町村の担当窓口（企画
担当部署）

・地域企業の新分野進出など、
地域振興に資する民間事業活
動を促進するため、（財）地域総
合整備財団（ふるさと財団）が市
町村を通じ、専門家を派遣しま
す。

【補助率、補助金の限度額】

【申請時期】

企業技術者給、設計費、材
料費、試作費、実験費等
（開発期間は１年以内とす
る）

【申請時期】

◎補助対象経費の2分の1以
内（標準事業費　90万円程

※連絡先は一覧参照

・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
結果を試作品や既存製品に
反映させて売れる商品を作
り出す活動を支援します。

創業・経営革新推進担当

【評価後の措置】

※連絡先は一覧参照

秋田銀行、北都銀行、商工
中金秋田支店

（但し、予定件数に達し次第
終了となります）

創業・経営革新推進担当

【申請時期】

産学連携推進担当 ※連絡先は一覧参照

【助成金の額】

※連絡先は一覧参照
　　　　Ｔｅｌ　018-847-2881

　　Ｔｅｌ　018-860-2246
※各種講座・セミナーの開催情

報は「あきた起業家道場」を参照

営業統括グループ

【対象事業】

≪問い合せ先≫

・県内のインキュベーション施
設に入居している事業者等
に対してコンサルタントによる
事業プランの作成等の集中
指導を実施します。

ハードウエアーの購入・借用
並びにソフトウエア・コンテン
ツ開発に要する経費、商品
(サービス含む)の試作に要
する原材料・機械装置等の
購入費、事業活動のための
組織運営・管理・調査費

【補助対象経費】

・地場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に対
する補助金

営業統括グループ

※連絡先は一覧参照

≪申込み・問い合せ先≫
※連絡先は一覧参照

【補助金の額】

≪申込み・問い合せ先≫

販路拡大推進担当Tel 018-860-1763

●秋田県農林水産部流通経済課

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

≪申込み・問い合せ先≫
●秋田県農林水産部秋田スギ振興課

≪申込み・問い合せ先≫

◎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

【補助対象経費】

Tel 018-860-1916
技術開発班

・企業等が新分野に進出す
るために行う新商品開発に
向けての研究開発に対する
補助金

※連絡先は一覧参照

・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。

製品開発の促進と企画開発
力のある企業を育成するた
め、研究開発を実施する企
業に対してその開発費の一
部を助成します。

【補助対象経費】

・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
が市町村を通じて、ＩＴを利用し地
域の資源や資産を活用した地域
発の新しいタイプのビジネスに対
して助成します。 【補助対象経費】

補助金額：上限150万円　補
助率1/2以内

旅費、謝金にかかる費用の
2/3以内を補助

②事業化コーディネーター、

モニタリング費、調査委託
費・旅費、委託加工費、成分
等分析費、アドバイザー費等

【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　50万円）

　　　　　　　　　　・・問い合わせ連絡先一覧・・

●（財）あきた企業活性化センター　　〒010-8572 秋田市山王3-1-1　　　　　　●秋田県企画振興部市町村課　調整・地域振興班　 〒010-8570 秋田市山王4-1-1
        　　　　 　 営業統括グループ　                                                                                           Tel:018-860-1146   Fax:018-860-3858
　　　　　　　　　　　　Tel:018-860-5609､5610､5611 Fax:018-860-5704
　　　　　　　　　 事業推進グループ創業・経営革新推進担当　                      　  ●秋田県産業経済労働部産業経済政策課団体金融班　〒010-0857秋田市山王4-1-1
　　　　　　　　　　　　Tel:018-860-5701､5702          Fax:018-863-2390                                   　　　　Tel:018-860-2215   Fax:018-860-3868
　　　　　　　　　 事業推進グループ販路拡大推進担当
　　　　　　 　　　　 　Tel:018-860-5622､5623           Fax:018-860-5612
                  　 事業推進グループ産学連携推進担当
　　　　　　　　　　　　Tel:018-860-5624,5625           Fax:018-860-5704

創業塾・創業セミナーの開催

起業者等集中指導事業

専門家派遣事業

・創業や経営革新を図ろう
とする企業等が抱えるさ
まざまな課題に対して、課
題内容に応じて、専門家
を選定し、派遣して問題点
の解決に協力します。

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
ターが負担します。

産学官技術開発
実用化事業

テクノ共同研究開発
助成事業

研究開発型企業育成資金 事業可能性評価事業
中小企業経営革新支援対

策費補助金

創業準備・企画段階 　　　製品開発　　　研　究　開　発 事　業　化 事　業　拡　大

専門家相談窓口開設事業

新分野進出等企業支援
補助事業

①の場合　補助対象経費の３
分の２の額又は１千万円のう
ちいずれか少ない方の額
②の場合　補助対象経費の３
分の２の額又は３００万円のう
ちいずれか少ない方の額

秋田県産業振興プラザホームページ
(支援策の詳細が見れます。検索も可)

http://www.bic-akita.or.jp/

産学官研究会支援事業

新分野進出等ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・
社外ﾊﾟｰﾄﾅｰ派遣事業

食品産業活性化事業
木製品ベンチャー支援

事　　業
ｅ－地域ビジネス助成金

あきた目利き倶楽部事業



【支援の対象者】 【資金の使途】
≪卸売業≫

【融資条件】
割賦制度 リース制度 【融資条件】 ①限度額：1,250万円

100万円以上 100万円以上 ◎限度額 ①対象となる融資の範囲 【補助対象者】

6,000万円以下 6,000万円以下 ・1,000万円以内 【創業支援室の概要】 《小売業及びサービス業》 　　　設備10年（据置2年）
月額リース料 ②補助金額 ①所在地：秋田市山王3-1-1 【補助対象者】 　　　運転  7年（据置1年）
1.390～2.990％ 融資資金を償還する際の利子相当部分 ③利率：2.1％

償還期間 7年以内 3～7年 ③補助対象期間
返済方法 6ヵ月措置後 毎月払い ・創業者育成資金の融資実行の日から3年間 ②室数・面積･使用料等

元金均等半年賦払 《室　名》
保証金 割賦価格の10％ なし ・創業支援室Ａ：8部屋 【補助対象事業】

連帯保証人 2名以上 2名以上 ◎期間：7年　　◎据置：2年　　◎利率：年2.1％ ●秋田県産業経済労働部　 　　　　　　　　　17又は22㎡
◎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　 ・創業支援室Ｂ：3部屋

48又は50㎡ ●（財）あきた企業活性化センター
　⑤創業の実現が確実であること。 【融資条件等】 営業統括グループ

①資金使途：設備・運転 ●秋田県産業経済労働部　
②貸付期間

●取扱金融機 ※連絡先は一覧参照
●（財）あきた企業活性化センター 【補助対象経費】

創業・経営革新推進担当 【資金使途】
●（財）あきた企業活性化センター ◎経営の安定化・活性化に必要な資金。

③その他の機能 【補助対象経費】 ③据置期間
・24時間の業務利用が可能 　　　設備　　　 ２年以内
・ＯＡフロア 【補助金の額・補助率】 　　　運転　　　 １年以内

【融資条件】 ④貸付限度額　
通常分 再生特別枠

【対象となる設備】 8,000万円
①は別枠5,000万円 特定設備：7千2百万円以内

貸付期間 【申請時期】 代理貸：2千4百万円以内
【限度額等】 利　率 1.70% 2.10% 第１回募集　４月４日～５月１３日 ⑤保証人等

割賦制度 リース制度 *1.2% ・各室専用カードにより管理 第２回募集　７月１日～８月３１日 【補助率、補助金の限度額】
100万円以上 100万円以上 ②は0.5% 【入居期間】 ◎補助対象経費の1/2以内 【助成対象者等】
１億円以下 １億円以下 保証人等 （限度額1,000万円）

割賦損料 月額リース料 【限度額等】 ●（財）あきた企業活性化センター
一般枠 2.50% 1.390～2.990％ 限度額：設備費の1/2以内 創業・経営革新推進担当
特別枠 2.10% 1.371～2.969％ ○事業を開始後5年を経過した者

6千万円以下　7年以内   1企業あたり50万円以上～4,000万円以下 【助成対象経費】
１億円以下１０年以内 ○事業を開始後1年～5年以下の者
元金均等半年賦払 毎月払い   1企業あたり50万円以上～6,000万円以下
6千万円以下 6ヶ月据置 【支援の対象者】 【助成率・限度額等】
1億円以下   12ヶ月据置   1企業あたり25万円以上～4,000万円以下

保証金 割賦価格の10％ なし 【貸付期間】　　７年以内（据置1年） 創業・経営革新推進担当
連帯保証人 2名以上 2名以上 【貸付利率】 無利子 【支援の対象者】
※設立後1年未満向けの「創業者」制度もあります。 【融資条件等】
※特別枠については下記までお問い合わせ下さい。 【補助対象者】 ①資金使途：設備・運転

●取扱金融 ②貸付期間
●（財）あきた企業活性化センター

●（財）あきた企業活性化センター 創業・経営革新担当

創業・経営革新推進担当 ●（財）あきた企業活性化センター 【補助対象経費】
●（財）あきた企業活性化センター ③据置期間

創業・経営革新推進担当 ●秋田県産業経済労働部産業経済政策課　団体・金融班 設備：３年以内
【補助金額】
補助限度額　２０万円以内

④貸付限度額　
【申請時期】：1月31日まで随時 設備：7千2百万円以内

運転：4千8百万円以内

【融資条件等】 ⑤保証人等
①資金使途：設備・運転
②貸付期間：設備7年以内、運転5年以内

④貸付限度額　

設備資金及び運転資金：550万円以内

支援事業 　　　　　助成金・助 －２－融資関係

●国民生活金融公庫秋田
支店、大館支店

※連絡先は一覧参照

◎一定の要件を満たす場
合、無担保・無保証人の特
例制度あり
◎女性又は５５歳以上の方
の起業を支援する制度あり

≪問い合せ先≫

●国民生活金融公庫秋田支店、大
館支店

⑤担保・保証人：不要（無担保、無保
証人）

≪問い合せ先≫

特例：別枠として450万円以内
(17.3.31まで)

保証人（原則として１名以
上）又は担保（不動産、有価
証券等）

商工会議所、商工会、商工会連合
会の推薦を受けた次の方
①常時使用する従業員が5人（商
業、サービス業2人）以下の個人又

運転：６ヶ月以内（特に必要
な場合１年以内）

（①②の他､商工会等の経営指導を
6ヶ月以上受けていること、1年以上
当該商工会等の地区内で事業を
行っていること、税の滞納がないこと
等の要件を満たす事が必要）

③据置期間：設備・運転6ヶ月以内

設備：１５年以内
運転：５年以内（特に必要な
場合７年以内）

設備：10年以内、特定設備
20年以内
運転：5年以内（特に必要な
場合７年以内）

運転資金及び設備資金：4千
8百万円以内

保証人等（原則として１名以
上）又は担保（不動産、有価
証券等）

【対象となる設備】

【募集時期】：随時

・非自発的離職者や中高年齢者が起業者育成資金
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。【限度額等】

◎土地・建物・リース賃貸を除く設備（付加価値
額が３年間で6％向上することが見込まれるも

※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。

【補助の条件】

・今後の成長・発展が期待される事業を新たに企業
化し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。

①県内で新たに事業を開始する者は、2,500万円（自
己資金が限度。３５歳未満の者には特例あり）

限度額

※連絡先は一覧参照

≪問い合せ先≫

営業統括グループ
●秋田県産業経済労働部産業経済政策課団体・金融班

 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、秋田信用組合

※連絡先は一覧参照

 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、秋田信用組合

保証人1人以上、必要に応じて担保

≪問い合せ先≫

＊セーフティーネット保証を利用した場合は0.88％

・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備済
・駐車場：入居者は外来駐車
場を利用できません

ただし、一定の要件を満たす場合は、既存債務の
償還資金とすることができる。

限度額

営業統括グループ

※連絡先は一覧参照

・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。

・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。

(県庁第2庁舎）
産業振興プラザ3F

③は5,000万円
④は8,000万円

　③創業後の事務所・店舗・工場等
が県内にあること。

　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。

　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。

⑤保証人等：保証人1人以
上、必要に応じて担保

　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。

事業資金（設備資金・運転資金）

②償還期間

④保証料：0.4％

【募集時期】：通年

・資本金の額が1億円以下の
法人又は常時使用する従業
員の数が100人以下の法人・
個人

・資本金の額が5,000万円以
下の法人又は常時使用する
従業員の数が50人以下の法
人・個人

・資本金の額が3億円以下の
法人又は常時使用する従業
員の数が300人以下の法人・
個人

≪問い合せ先≫

【募集時期】：随時 ≪問い合せ先≫

【募集方法】

3～7年
②は倒産企業に対して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方

空き室が生じた場合は、公
募により入居者を決定

●(財)あきた企業活性化センター

①は中小企業信用保険法第2条第3項第6号の規定
による破綻金融機関と取引のあるものとして特定中
小企業者の認定を受けたもの

◎1年間。但し、審査の上最
初の入居から3年まで更新
可能

≪問い合せ先≫○事業を開始後1年未満の者

限度額

・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、その購入費の一部を無利子で融資
します。

返済方法

【募集時期】：通年

保証料

④秋田県中小企業再生支援協議会の支援を受けたもの

③商工会議所又は商工会連合会などから推薦を受
けたもの

＊1.2%

②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法人を設立する
計画を有するものは、1,500万円（事業費80％が限

③個人は事業開始後、法人は設立の日以後５年を経
過していない場合は、2,500万円（事業費の80％が限

月額使用料　50,000円

≪申込み・問い合せ先≫
【募集時期】：通年

【募集時期】：通年

月額使用料　21,000円
※連絡先は一覧参照

産業経済政策課　団体・金融班

※連絡先は一覧参照

※連絡先は一覧参照

・一時的に状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
支援します。

≪問い合せ先≫

≪申込み・問い合せ先≫

※保証料・敷金等は不要で
すが、使用料の他に電気料
等を負担していただきます。
また、電話については、自己
設置です。（各室へは配線
済）

10年（据置2年）

　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。

≪問い合せ先≫

【募集時期】：随時
【募集時期】：随時

　④創業する事業が、農林漁業・医
療業・金融保険業・風俗営業等に
該当しないこと。

　⑥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。

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

　助成率：4/5以内

※連絡先は一覧参照

・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
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。

高度技術開発産業分野に
おいて新たに起業しようと
する個人・団体で、法人の
実現が確実である者。

②商品化促進費：原材料費、外注加
工費、試験検査費

産業経済政策課　団体・金融班

割賦損料 2.50%

償還期間

◎土地・建物・リース賃貸を除く設備で新品であ
ること

≪問い合せ先≫

※連絡先は一覧参照

※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。

※連絡先は一覧参照

新たに事業を始められる方
又は新規開業しておおむね5
年以内の方

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。

・独自の技術や独創的発想を生か
して新規事業の模範となる事業を
実施する企業等に、その創業に要
する経費の一部を助成します。

　①独自の優れたビジネスプランに
より創業する者であること。
　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。

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。

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。

《製造業、建設業、運送業、
その他》

≪問い合せ先≫

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

②常時使用する従業員が20人（商
業、サービス業5人）以下であって、
その経営内容が①の方と同様の実
態にある個人又は法人

（予算の範囲内）

※連絡先は一覧参照

●（財）あきた企業活性化センター

登記に要する経費

　限度額：２０万円

●国民生活金融公庫秋田
支店、大館支店

●秋田県生活環境文化部県民文
化政策課　地域活動支援室

※連絡先は一覧参照

①事業拠点費：設備費、機械器具
費、構築物費(不動産取得を除く)

コミュニティービジネスの立ち上げを
行う者に開業の補助金を支給します。

県内でコミュニティービジネスを行
おうとする市民活動団体及び個人
（詳しくは下記申し込み先まで）

事業所改装費・設備取得費、広告
宣伝費等

【申請時期】：4月4日～5月31日

※連絡先は一覧参照
創業・経営革新推進担当

≪申込み・問い合せ先≫

設備貸与制度（国）

秋田県機械類貸与制度
（県単独）

新事業展開資金（創業支援資金） 創業支援資金利子助成事業 中小企業振興資金
（小規模事業振興資金）

ベンチャービジネス支援補助金

経営安定資金

創業支援室（貸事務室）

創業準備･企画段階 研　究　開　発 製　品　開　発 事　　業　　化 事　業　拡　大

国民生活金融公庫
普　通　貸　付

新企業育成貸付

独創的創業支援補助金

小規模企業者等設備導入資金（国）

テクノ法人化促進助成事業

経営改善貸付

コミュニティービジネス立ち上げ
支援事業

　　　　　　　　　　・・問い合わせ連絡先一覧・・

　　　　●（財）あきた企業活性化センター　　〒010-8572 秋田市山王3-1-1　　　　　          　　　　　●秋田県産業経済労働部産業経済政策課団体金融班　〒010-0857秋田市山王4-1-1
        　　　　　 営業統括グループ　                                                                                         　　　  　Tel:018-860-2215   Fax:018-860-3868
　　　　　　　　　　　　Tel:018-860-5609､5610､5611 Fax:018-860-5704
　　　　　　　　　 事業推進グループ創業・経営革新推進担当
　　　　　　　　　　　　Tel:018-860-5701､5702          Fax:018-863-2390
　　　　　　　　　 事業推進グループ販路拡大推進担当
　　　　　　 　　　　　Tel:018-860-5622､5623           Fax:018-860-5612
                    事業推進グループ産学連携推進担当
　　　　　　　　　　　　Tel:018-860-5624,5625           Fax:018-860-5704
　
           ●国民生活金融公庫秋田支店　〒010-877秋田市千秋矢留2-8
　　　　　　　　　　　　Tel:018-832-5641           Fax:018-833-1285



【支援の内容】

【資金の使途】 【資金の使途】
事業資金（設備資金、運転資金・短期型は運転資金） ◎事業展開等に必要な資金

【融資条件　】
【支援の対象者】 【対象企業】

固定金利型 変動金利型 短期型 １．共通事項
限度額 ａ．事業活動拠点が県内である企業者

設備10年 設備15年 運転 限度額 ｂ．事業計画が明確で現実性が高い
【研修の対象者】 （据置2年） （据置2年） 1年 ２．個別事項
県内の中小製造業者 運転7年 運転10年 （据置6ヵ月） 　次の①～③のいずれかの要件を満たす者

（据置1年） （据置1年） 貸付期間 事業計画期間の5年 ①事業転換型企業
【実施方法】 利　率 2.10% 1.80% 1.80% 　・5年後の新分野の売上高が売上が

据置期間 　　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

保証人等 　　（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

【募集時期】：通年 ②体質改革型企業
　・付加価値額が3年で9％以上、4年

【募集時期】：５月以降（予定） 【条件・制約等】 　　で12％以上、5年で15％以上となる
（１）資金使途 　　事業計画を策定していること

保証人等 　　（付加価値額＝営業利益＋人件費
●（財）あきた企業活性化センター

創業・経営革新推進担当 ③新分野進出型企業
※連絡先は一覧参照 （２）融資限度額：６億円 　・直近の売上高が第前年比100％未満

（３）融資期間 　　　①環境調和型事業の認定を受けた事業 　　あるいは、直近期末の経営利益が損失を
　　　②ベンチャービジネス総合支援事業等の認定を受けた事業 　　計上していること
　　　③あきた２１企業育成プロジェクト事業の認定を受けた事業 　・3年後の新分野の売上高が売上が
　　　④フェニックスプラン２１認定企業のうち、大規模な事業転換を計画しているもの 　　全体の15％を超える計画であること
【募集時期】：通年 　・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であること

【支援事業の概要】
・次の支援メニューの組合せにより、

●中小企業金融公庫秋田支店 必要な支援を行います。
◎ＩＴ研修等開催支援事業 ●（財）あきた企業活性化センター 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
④ＩＴ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

【内容】：①プログラミングその他の技術的専門研修 総合支援枠及び仕入資金枠）
　　　 ②戦略的なIT活用に関するセミナー

【料金】：①は有料（それぞれの研修によって異なりますのでお問い合わせください） 【事業期間】：3年間（融資制度は5年間）

　　　 ②は無料
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 ①4月4日～5月13日

●（財）あきた企業活性化センター 【資金の使途】 ②7月1日～7月29日
創業・経営革新推進担当 ◎事業資金（設備資金、運転資金）

【融資条件　】 ●（財）あきた企業活性化センター
限  度  額　  5,000万円 創業・経営革新推進担当
貸付期間　　10年（据置3年）
利　　 　率　　年1.70％
保　証　料　　年1.70％
保証人等　　保証人１人以上、必要に応じ担保徴求

【募集時期】：通年

●（財）あきた企業活性化センター

支援事業 　　　　　助成金・助成事業 －３－

営業統括グループ
●秋田県産業経済労働部産業経済政策課団体・金融班

※連絡先は一覧参照

・次の企業から経営の全部又は一部の譲渡を受けて当該事業を継承する中小企業者に、
事業資金を融資します。

≪問い合せ先≫
●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、秋田信用組合

融資関係

保証料

利  率 1.50%

0.50%

1.2％（セーフティーネット保証を利用した
場合は0.88％）

保証料

≪問い合せ先≫

保証人1人以上（第三
者保証人不要）、本資
金により取得した資産
を担保徴求

ただし、2,000万円以内
の利用の場合には、第
三者保証人不要、本資
金により取得した資産
を担保徴求

3年

総合支援枠

3年

・経営革新や創造的技術開発を支援することで､県内企業の新たな事業を促進し、県内
産業の活性化と構造改革を図ります。

通常分

10年

1億円
①は2億円

2千万円
②1億円

③2億5千万円
④1億5千万円

②10年
③15年
④15年

仕入資金枠

1.70%

0.70%

※連絡先は一覧参照

≪問い合せ先≫

金融機関所定金利

1.20%

5年の期間中は、融
資限度内繰り返し利
用可能

保証人1人以上（第
三者保証人不要、必
要に応じて担保徴求

【募集時期】

　＋減価償却費）

※連絡先は一覧参照

【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

営業統括グループ

※連絡先は一覧参照

・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、競合他社との競争力を付けるための生
産部門の研修及び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。

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。
※例年、県南・県北・中央で開催

≪問い合せ先≫

（４）担保・保証人（経営責任
者の方）

・中小企業の健全な経営の安定化を図るため、事業
資金を幅広く支援します。

【融資条件】　資金ﾆｰｽ等ﾞにより、返済条件を固定・
変動・短期の中から選択できます。

貸付期間

合算で1億円

≪問い合せ先≫

保証人1人以上、必要に応じて担保

・県内の企業の経営革新を促進することにより、
企業競争力を強化し、県内企業の持続的発展
と雇用の安定を図るため実施する各種事業を
支援します。

新たな事業を行うために必
要な設備資金及び長期運転
資金

設備資金：15年以内（うち据
置期間5年以内）
運転資金：7年以内（うち据置
期間2年以内）

（１）新たな事業を事業化さ
れて7年以内の方
（２）中小企業金融公庫の成
長新事業育成審査会から事
業の新規性･成長性につい
て認定をうけた方

（３）将来性が認められ、円
滑な事業の成長が期待でき
る方

・新規性･成長性の高い新事
業を行う中小企業の方に対
する融資等です。

・高い成長性が見込まれる
新たな事業を行う方であっ
て、次の（１）から（２）のすべ
てに当てはまる方。

保証人1人以上、必要
に応じて担保●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、秋田信用組合

●秋田県産業経済労働部産業経済政策課団体・金

≪問い合せ先≫

●（財）あきた企業活性化センター

※連絡先は一覧参照

※連絡先は一覧参照

●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、秋田信用組合

営業統括グループ
●秋田県産業経済労働部産業経済政策課団体・金融班

・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内における
ＩＴを活用できる人材や、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
化の重要性を普及・啓発するセミナー等を開催します。

県内中小企業者及び一般従業員を対象とした実践的ＩＴ研修、情報サービス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を実施します。

【対象者】：県内中小企業者及び一般従業員、情報サービス業界の情報処理技術者、企業の情報
処理担当者

≪問い合せ先≫

新事業展開資金（事業革新資金）中小企業振興資金
（一般資金）

研　究　開　発 製　品　開　発 事　　業　　化 事　業　拡　大

経営改革総合支援事業
（フェニックスプラン２１）

ものづくり経営体質強化研修事業 成長新事業育成特別融資

戦略的情報化推進事業

新事業展開資金（事業継承資金）

　　　　　　　　　　・・問い合わせ連絡先一覧・・

　　　　●（財）あきた企業活性化センター　　〒010-8572 秋田市山王3-1-1　　　　　      　●秋田県産業経済労働部産業経済政策課団体金融班　〒010-0857秋田市山王4-1-1
        　　　　　 営業統括グループ　                                                                                    　Tel:018-860-2215   Fax:018-860-3868
　　　　　　　　　　　　Tel:018-860-5609､5610､5611 Fax:018-860-5704
　　　　　　　　　 事業推進グループ創業・経営革新推進担当
　　　　　　　　　　　　Tel:018-860-5701､5702          Fax:018-863-2390
　　　　　　　　　 事業推進グループ販路拡大推進担当
　　　　　　 　　　　　Tel:018-860-5622､5623           Fax:018-860-5612
                    事業推進グループ産学連携推進担当
　　　　　　　　　　　　Tel:018-860-5624,5625           Fax:018-860-5704
　
           ●国民生活金融公庫秋田支店　〒010-877秋田市千秋矢留2-8
　　　　　　　　　　　　Tel:018-832-5641           Fax:018-833-1285

創業準備・企画段階


