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政府系金融機関の群発制度

中小企業の皆 貸付対象者 况ﾈ*ｨ駟��,儺ｸ�,磯�ｾ�/�_ｨ��+X-ﾈ+r簫�(h抦ｮ仂h�'竏ﾌ)�ﾈ-ﾈ+ﾘ,ﾙd��ﾈ,X馼ｼh/��8-ﾈ.ｨ.俟ﾂ��

貸付機関 �(h抦ｮ仂hｾ�uｨﾏhﾌ定ﾙ�j��hｧhｾ�uｨﾏh*傅Hﾔ��xﾘy(h匣ﾏh鍈�

ヤ令書斗 壷&ﾘ,ﾈｼh顗/��*ﾘ-�,h/�,y�8,H,ﾈ攪霻�

貸付限度額 壷L｢厩�,｢��ﾙWB�

国民生活金散公庫4千8百万円(特定殴傭7千2百万円) 

商工組合中央公庫原則として､組合200億円､組合長20億円(特別貸付と合わせて 
この限度内) この他に､貸し渋り対応等特定の目的のために各種の特別貸付制度もご利用いただけま す. 

貸付条件 兢ｸｻi�ﾉ%9]ｲ姥9:韃唔tﾈ廁�伊H,�,r�,�,r�

貸付期間 �(h抦ｮ仂hｾ�uｨﾏhﾌ��ﾙOX��ｾ�ﾋI�S��D闌�>����+凩(ｭC�D闌�>���

運転資金原則5年以内(振声期間1年以内) 

国民生活金散公束設備資金卿110年以内(畢桝間2年以内) 
運転東金原則5年以内(据荘期間1年以内) 
特定設備賢貸金20年以内(据置期間2年以内) 

商工組合中央公庫設備音金原則15年以内(iFtL期間2年以内) 運転突金原則10年以内(据置期間2年以内) 

貸付利率 �(h抦ｮ仂hｾ�ｧﾈﾏhﾌ定ﾙ�j��hｨ粟�uｨﾏhﾌ鐙ｮ顏�y越b�商工組合中央公庫~=貸付対象粗%.組合員の別及び貸付新聞等に応じて異なはす. *特別貸付については､基準金利よりも低い利率を改定しているものも■あります. 

取扱森閑 �<�,�.�-�,�+R�



北海道産業振興条例に基づく企業立地の促進を図るための助成の措置

]臓済構造の奄換を図るための企業立地の促進及び中小企業の暁争力瑚靴に関する条例漣称]蜘妹例)に基づく助成内容ま次のとおりで

す｡坪成20年4月1日施行)

(問い合わせ先) ] 局産業立地秩　電話0111204-5324

■ 壁 仞b�}��対魚搬 ����ｨｼi'B�対負塊域 ��i�ﾒ��ﾙ�"�肋事件 ･投資額 ･4用土書 傚Y�ﾉ>�vRﾒ�

助成額 侘�ｧ��通井 限度振 

■ 型 I ��ﾂ�+r��8爾��ﾂ�Z｢�工● ��I,��全道 (札幌市を除く) ��ihﾒ�20仕円以上 40人以上 俥X,ﾃ��R�35仕円.注5 鼎YD8冷�

増設 剄蛯ﾌ5% ���壓冷�

t善.t子槻製造業 医薬品槻遺業 剞V設 剄蛯ﾌ10% ��Y{ｸ鈴(ﾓR�30仕円 

相投 剴且相zの5% ���?���

基盤脚 剞V世 �"ﾃT4�ﾈ苓決�2�Y�ﾈ決�2��牧野材の10% �8壓冷�15世円 

増設 剞｢相の5% 

特定事業所等 伜仂h辷ﾊﾈ6x耳耳7(5伊2�会話 ��i�ﾒ�5,000万円以上. �<��hｵｨ���#��ﾂ�1仕円(新設 ��

好 勍ソフトクエナ菓 劔<�.扱ｨ���"�Y�ﾈ決�2�あたり100万円 (新設後3年rR) が対象) 佩39D���,ﾉ}ﾒ�ﾇb��

罪 展 i i 港 rP 分 FF �����$��自然科学研=究所 ��9;��柵 ���壓苓決�2�ﾊHｸhｨ綺�ﾈ決�2�投資額の10% ���枇冷� 

…■■ ■■■ 俎�ｿ8ﾟ"�全速 (札齢を徐く) �20仕円以上 40人以上 

EEl際榊 関連搬 俛�$仂b�EZ;麻物溌拠点地帳 ･関税汝の印港､ 税朗空港 ･保税地域 注3 �20億円以上 20人以上 特別対一触特例 10健円以上 5人以上注4 

■ 型 Ⅲ 俐r������d����5��ﾆ���ﾂ�Z｢�nﾂ�工場 ��ｸ�(ｼb�工業領地 (札扶市を除く) ��i�ﾒ��ﾙ�ﾒ��h+ﾒ�,�7�&�/��6ﾙ]ｸ+X,B��ﾙ�ﾘ+x.��.�,ﾈ,侘��.r�ﾕﾙ>�困�5ﾘ/���*ﾒ鋳�5.000万円以上 5人以上 �8ｨ��ｧｨ,ﾃ３�3借円 ��

特定事業所等 伜仂h辷砡5H�ｸ7(5����10便円以上 20人以上 

■ 型 倡2�*ﾂ��｢�������工▼ 榊 特定事獅t 丿ｩ9h+x.�.�,ﾂ�Y�x�I?ｨｷ(�B�特別対棚 注4 俶�膤��ﾙ�ﾒ�･市町村が行う立 地助成拝■の升 女であ右こと ･2,500万円以上 ･5人以上 俥X,ﾃC�.��ｮ仂izy&��9�囘��冽�&���<�~���i�ﾘ,ﾈ�(ﾘx,ﾈ-ﾒ�X�ｨ,ﾃ３�1億円 店壓冷�

Ⅲ 乖��ﾖ��Z｢�nﾂ� �5ｨ985��ｸ耳馼ｼjH5(�ｸ8ｸ5｢�985籀馼ｼb� �� 傚�w��ﾓ��ﾈ*�+ﾒ�.ゴ�iﾈ冷�)9w���(ﾘsi�ﾉmｨ*�.r�辷ｸｲ停�5,000万円 ��

注1脚が投資額を上回る港合は､投紺を助成書とします｡

2　類型1から類型皿までの区分のうち､いずれか-一つの区分の補助金の交付を受けることができます｡

3　伽拠点地峡の打税法の眺税的空港とは､次の港及び空港の肋地区及t研l行尊の区域です｡

紛雌､網走港.花咲港､鵬､十鰍苫′1､牧港､皇∬港､函館弧′J僻.石狩榊､餅港､稚内弘新千歳空港.旭川空瓶醐空港

i　樹尉兼魅城とは､脚入蝕などの地境糊係法の連用地境†九拝しくl測回をご犬ください｡

5　榊に応じた上限スライド制をi用します｡榊に応じた上限スライドfHとIL 1円増の人政に応じて脚を設定するものです｡

自鵬 � 
It叫 粕ﾄgFﾄ��Jl用稚 偃i'r�

40人以上i00人未満 ���DX冷�40人以上1∝I人未済 牝�H冷�

100.人以上200人未満 �#�GE"�1~00人以上 ��X覃冷�

200人以上 �3VGH冷� ��
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国民生活金灘公庫の特別耳付

ご息賢限度額 �+)]Hﾜ�ｨｭB�

新企業育成 ��hｴｸ､ｨｼh��ｾ��5年以内の方 途�#��iﾈ冷���な*H+��5ﾘ�ﾂ�ｾ�Bﾃ���ﾈ冷��(運)5年以内 

7.200万円 忠��YD闌�>��

ニア起業家資 金 ��(うち運転資 ��

賞付 凾ﾞね5年以内の方 仞�B繝��iﾈ冷�� 

新事業活動促 ��7.200万円 (うち運転資 金4,800万円) 白���YD闌�>��

進資金 ��忠<�,儺ｹwh,袷畏x,ﾓ#�D闌�>���

セーフティ 佝�9k8ﾔ9¥�ｲ� 儿�,ｩ�ﾙWH,h��ﾘr�5年以内 

女金 �*(.兩ｲ�わせて4,800 万円 

金柑諌妹変化 ��.別枠 

ネ./ト貸付 倬�ｾ�� �2����iﾈ冷�

取引企業倒産 ��別枠 宙補添D闌�>��囲"��YD闌�>��

対策東金 俑)>�/�x�+X,H*(.兩ｲ�3,000万円 

企業再生貸 付 舒仂hﾜHﾉｨ��ｾ�� 途ﾃ#��iﾈ冷��*H+��5ﾘ���ｾ�Bﾃ���iﾈ冷��(運)5年以内 (枚)16年以内 

金券蕗力強 化貸付. 舒仂hｨ榎ﾘｺﾘ峇�4ﾈｾ�� 途ﾃ#��iﾈ冷��*H+��5ﾘﾊｲ�ｾ�BﾉJ���iﾈ冷��(運)5年以内 (枚)20年以内 以内) 
ⅠT資金 �*I_ｲ�7.200万円 -(うち運転集 金4.800才円) 宙補添D闌�>��姶ｲ��YD闌�>��

財務向上サポ ート資金 �*H+�,h鳧.h.茨ｸ擁�ｸ,ﾈﾏﾈ�8*ｨﾊ俛�-ﾂ�.ｨ.兩ｲ�1.500万円 忠��妬D闌�>����ﾒ���D闌�>��

地域荘用促進 + �/�ﾗ8*I_ｲ�7,200万円 (うち運転資 金4,800万円) 宙補添D闌�>���2��iD闌�>��

*品貸付 剞H品関係の小か製造/ト売またq花 増改築､糠放散傭GP入､フランチ 途�#��iﾈ冷� 

讐謡'レ干贋歪ル � 途�#��iﾈ冷�(殻)15年以内 

3

叫吋書■. 金■ 佰h･�f育�.(ﾜI�h鯖:�,ﾉtﾈﾅIy駅�,�,r�/�ﾗ8*I_ｲ�7200万円 宙補偵YD闌�>����逢ﾈ+�Tｸ�,穎ﾘﾘx,ﾓyD闌�>���偉���iD闌�>��
(うち運転資 金4.800万円) 

社会革凍対 応施設整備 資金 俘)~竟(.)�y�ﾈﾅ��(�(,�,x,ﾉy駅�,僭｢�5�+X+ﾙ%ｹnﾈ/�¥6dX+x.兩ｸ-ﾈ+ﾘ,ﾘ馼��9�,ﾉ�餔X/�ﾗ8*I_ｲ�7.200万円 忠hr��YD闌�>��

災害貸付 �� 丿Y<ﾈ���y7�,ﾂ�*�+ﾘ.��8�h+��ﾃ2����iﾈ冷�(設)10年以内 



-中小企集金軒公序 凵蒼ﾁ別耳付 � 

ご利用いただける方 �+)4xﾅ(ﾌ�7逢｢�ご返済期間_ 

新企業育成 貸付 ��h��wH尸�ﾈ蠅��ｾ�� 塗壓冷�(逮)7年以内 

年以内の方 �(設)15年以内 

再チャレンジ 支壊資金 ��7億2千万円(うち 円) 宙ｸ"��YD闌�>��

女性､若者/シ �-�,ｳYD闌�>�,ﾉ_ｲ�7億2千万円(うち 宙補土D闌�>��

羊ア転乗家資 金 刮^転資金2億6千万 円) 忠&駐�iD闌�>��

新事業括#l促 �� 宙補�6僖闌�>��

誰賢金 ��運転資金2億5千万 円) 宙ﾍ"�#�D闌�>��

セーフティ ネット貸付 佻ｸ+�8ﾈｺｸ�7��一時的に売上が減少するなど業祝が �ｩLｩ�ﾙWH,hﾘx.ﾘ+��(漢)7年以内 

対応賞金 乂ﾈ7�+X,H*(.兩ｲ�て4億8千万円 

金税額境変化 ��別枠 2億円 

対応賞金 �+X,H*(.兩ｲ�

市引企業儲産 ��別枠 宙補土D闌�>��

対策資金 ��1億5千万円 宙ｦｲ��YD闌�>��

企業再生貸 付 倬hｼhﾜI�i[iyﾒ�8ﾈｾ��<ア一一リー-DlP> 度襪)�yiﾈ冷�8��+��5ﾘ��ｾ�(壞R��yiﾈ冷��1年以内 

<レイク-DⅠP> 決定等を受けた方 �(運)5年以内 (故)10年以内 

企業再建.事業 �-饑ｺB�7倍2千万円(ラ ち畢転資金4健8 �����笂��D闌�>��(役)20年以内 

細支壊弊金 ��千万円) ����笂yD闌�>��

を兼帯する方など �(散)15年以内 

企業活力強化 ��7億2千万円(ラ ち醜資金2億5 宙補土D闌�>��

姿金 ��千万円) 忠8｢�#�D闌�>��

lT活用弊金 ��1億2千万円(ラ ち軟禁金2健5 千万円) 宙補土D闌�>��偉���R颯闌�>��企業活力強 化貸付 凾､方 

海外展開資金 儺ｹ$(ﾉ:I�H､ｨｼjH,gE�仂jH�8ﾟﾈｼjB�別枠 宙補添D闌�>��2倍5千万円 忠8｢牝�闌�>��

地峡甘用促進 遅耳�B�7億2千万円_(ラ 5 宙補添D闌�>��

書心 ��ち.運転資金2億 千万円) 忠(���YD闌�>��

尭卦羊ネルギ 一対兼貸付 傅���4x6ﾈ8ｲ�4ﾘ�ｸ��ｾ���好走の石油代替エネルギー牧伸一省L エネ瞭加.を嘩荘する方など 度壞)�yiﾈ冷�(投)16年以内 

7倍2千万円(うー 宙補土D闌�>���8｢��YD闌�>��
蘇境対策資 金 �.兩ｲ�ち運転資金2億5 千万円) 

社会環境対 応施設如 資金 肌H+X+ﾘ郢�ﾘ/�ｦｷDX+x.���_ｸ-ﾉ�ｨ-ﾈ馼ｼb�9�,ﾉ¥�OX/�ﾗ8*i_ｲ�7億2千万円: 忠8｢箔YD闌�>��

けた方 丿X�[��y7�,ﾈﾌ�7���h+��墺綺�yiﾈ冷� 



政府系金琳機関の中小企業経営革新等支援貸付
経営革新の取り離みや研究開発した技術の事業化に取扱む際､秋葉を受けられるとともに､異分野の中
小企兼者が柔軟な連携を漉じて行う新たな事業活動(新連携)や第二創葉に取阻む方が散姿を受けられ
_ます. 貸付対象者 倬�,ﾉwhﾈ�,ﾈ巉.ｨ*�,兔��(+x.�(h抦ｮ仂iiH,ﾙ�xﾘy9��

1.中小企業新事業活動促進法に基づきr経営革新計画｣の承欝を受けたもの 

2.申Jト企業新事業活動促進法に基づき｢新連携計両｣の蔽定を受けたもの 

3.SBⅠR特定補助金等により研究内弗した技術を活用するもめ(中小公庫のみ) 

革付携甲 �(h抦ｮ仂hｾ�uｨﾏh�Hﾙ�j��hｨ粟�藕ﾏi8�Hⅸﾔ��xﾘy(h匣ｾ�ﾌ��

賞金便途 偃iOX��ｾ�I+xｯｨ暮5ﾘ��ｾ��

貸付限度額 �(h抦ｮ仂hｾ�&靠hﾌ�� 由民生括金融公産 �6�v#rﾃ#��iﾈ隷H*H+��5ﾓBﾈ�����iﾈ苓��ﾒ�

商工風合中央金庫 �9v#x壞"ﾃ���iﾈ冷�

負付条件 亊云ｹ*Xｸ�,ﾉ<�~��y7液ﾈ.ｉ(h抦ｮ仂hｾ�uｨﾏhﾌ唏ⅸﾔ��xﾘy(h匣ｾ�ﾌ鋳�

2000万円まで第3着保陛人特例有り個民生活金散公車) 

在官着の値入保柾免除の特例制度有り(中小企業金散公庫､商工縫合中央金庫) 
*中小企業新事業括動促進法に基づく計画の承取や薬種q)指定とは別に各金畝機関での 

辞査が必要です 

貸付期間, ��ﾙOS#�D窿)D笘潔>�H暮5ﾓyD窿9D笘潔>��

貸付利率 ��

拝しくは各金懲横閑のホームベ-ジをご究ください 

中小企業金散公序http://m.jaふe.g｡Ljp′ind8X.htm1 
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高度化融資制度(中小企業基盤整備機構)

中小企業者が共同で経営体質の改善､衆境変化-の適応を図るため､事業の集

酬ヒや共同化を行う掛こ､経営革新の相当な効果が見込まれる等一定の要件を

満たすものに対し､融資利率を無利子とする融資条件の優遇措置を行いますo

中小企業新事業活動促進法に基づく東部を受けた｢経営革新計

軌に従って高度化事業を実施する組合等(計画永常を受けた

4杜以上のグループが対象事業⑥の経営改革事業を行う場合

は組合同様対象となる｡ )

都道府県又は中小企業基盤整備機構

限度額:貸付対象施設の取得･造成･整備に必要な資金の80/100

以内

金利:無利子(通常1. 10%.平成19年度貸付分に遠見毎年度

見直し予定)

僕達期限　最長20年以内(据置期間3年以内)

担保･保証人:規定により必要

①集団化事業(集団で行う工場･店舗等の移転)-

②施設集約化事業(共同工場､共同店舗等の設置)

③連鎖化事業(物品の計画的な集中稗貫､販売､あっせんを

行うための施設の設置)

④共同施設事業(共同物流センター､加工場､倉庫等共同施

設の設置)

⑤設備リース事業(設備を組合が一括購入して､組合員にリ
ースする事業)

⑥経営改革事業(新商品･新技術開発､情報の収集･処理.

提供を行うための研究施設､事務所の設置)

⑦企業合同事業(特別の法律に基づく承髄や藤定を受けた中

小企業者が合併又は出資会社を設立して､事業の集約化､事

業転換等を図る事業)

① (事前助言)窓口である都道府県-の相敵

② (診断申込)高度化事業計画の作成､■診断申請

③ (借入申込)申込書を都道府県-提出

④ (貸付決定)資金貸付

*資金貸付後も円滑な事業実施のため､随時診断助言が行われ

る



jヒ海道の点り業のための支援
補助蒔rJ度
■7り.■:i-Y.対象爺r.,TTnLu]い合わせ先 

●対■JW 群札*市を良く 剽grﾆ疫�2蔟B�.ﾒ��

[並] �+X���ｸ�2� ��ﾉfｸ､9�9�ｨﾜ�Hⅸﾔ鮎r���4x�ﾈ���������辷ﾉ84�8ｸ�ｸ7b�

入蓮十などを除<) ●防止:250万円 

中小企羊毛事) �+T 奨励暮川万円 剳udﾒﾆ疫馥2ﾇ�ﾖｧ���ⅸﾔ���ﾈｽﾒ�ｵｨｪ�胤x4�8ｸ�ｸ7b�

甥 _I)a JJ 甥 や 倬�,��*�,��t�ﾋｲ��������撃�h��政当する者 予定の1円人 人事#書 )､血書寺 井粗食､他組合 �� 剋a■JE支珠静集金助成壬 wwJmd.!pjpJvl>rhrB/ gTlntAndex.hh1L 

をfiうための抜穴 500万FEIの頼 Pl:12ケ月以内 

(2年以内) � ����

のー/2. :月5万円FZI丘 rn:2年以内 

-t L i 保 千 I 上 で i な を チ 大 節 i 上 ��●対象捉文 た■用 剳EB�zI{����ﾆH�｢�

/2で ､捗l云 

二 亳9d��Z9E2粐��9&ｨ極_9KX���9�ﾈ��ﾇﾃS8ﾇﾈ･��,ﾘ�������■l ■tllI+8■ ･正賞提* :対*混十の2/3 50D万円 剔｣沈没会 www.k8仙kb.α.Lp 

L｣｣

准■-以外の制度は､鮒期間が限定されておtはすので､軌如)ご利用に当たっては剛､合わせ先にご軸ください｡

(2) NPO法人を役立したい

●北榊gL生活群生着席
■ Ft毛■文A,JL■■

也■推暮グループ
(01 1 ) 204-5200

●各支庁穐4E方A称q放生岩■

●3X丑市民活Jb促iセンター
(DH) 28ト4410

融資制度

:J茂′ �8馘､X/�ｬ8/�,WB�����ﾉy慰ｲﾒ��D闌�>�D���Sb�yD闌�>�D��纈R�●北海iL柵工局 ■エ▲■■ ●■土■ケJL.-7 (oll)2D4づ348 中央会 8kyhy小〟shV 
-W新たに会社を 什iを有する方 暮書であ.る会 ･t的なT1-iiを有す ⑳事Jtを営んでL に上り■■tJI 

る方 �10年以内年2.1% 【変h金利】 

㌔:頒 + 俤ｲ�6ｨ�ｲ��w"ﾒﾒ�(h抦ｮ偖ﾈ訷,X*����+X,�*)_ｲ������*�,$ﾂ�ID�ｦﾈ���ﾄ��.h*H,h+x.兩ｸ,��舒倬h,X*�.�����H+ﾒ�.��8��,X*�,�,I�)zr�H��ｦﾄ�ﾇ$ｦﾈ��､竸��,(*(,H,ﾘ齪ﾌ�Hｾ�ﾊﾂ� ��

捌■■■■■■仙憲章転出 凾ｷる中小企朱書書 剏ｮ途:事兼松 ろに上る ���4x�8������5�飲�4�8ｸ�ｸ7b��ﾆﾂ�$Dｦﾆ�3Cb�惲ｹ�X4y┴����K(遒�*����ﾘx,ﾉgｹ5�ｨ迚5��

塞昌.p説^"育 -を行っている任 剌素Zl件 �+*tT■JLt* lよる ●JI伸二5年以内 十十 

喧)∬集f(自己 � 凵怏ｾ:■7kt金 による ●榊:1時以内 .(うち書■1租札内) y伽的悼(印%) 

-



I+ ��ﾂ��ﾂ��ﾂ��ﾂ�書転Jt金､牧■升金 年一.1%Jl内 5,000万円 10年以内 ��

Jit▲+■■■■ 僧正金利型) (夷■連動金利型) 2,m万円以内 (同定金利製) ち据11年以内) 13年以内) (未■劫念flJ型) (うち古書2年) ��

の方 以上お弛めの方 _.._軌だ望吉富主!苧主監曾誠完志方 ��>���Tｸ��,�(ﾘsyD闌�>���$｢宙ｾ�ｫ僖闌�>��

潔 �� 

ち.那 I:V.W"I ��b粢�r�

:運転文金､牧tt金 以内) 応じ7年以内) (うち伽1年以内) 世■*金15年以内 (うち蕉■2年Ll内) ��8x��H*ﾕVｶﾆ粤��豢｢�

■ 

①～事のf件 ておられない方 ②苧牒翫常排の酢 ��■▲十BJ■■ 利幸 0万円以内 升金5年以内 Jt金7年以内 

お勤めの方 ⑨晶粁払故で税汝帖を軽えていない 書庁でせる方 

o書評艶等;芸北弘箕浦主語誓書 ��ｾｨ訷�8詹j��d優hｶx8(�2���

雫至芸岩音^Tit*BitRl甜轟*JIo*Batt5 �,C�葮iﾈ冷���ﾈ冑ｹｹmyEﾈ��.ii�+X*��-ﾒ�埠t籠4�闔ｨ璽��踞B荅��

㌔-

志蛋給肖‰幣Lt.1-h^禁管ぷ最は軒金 __毒雷芸岳芳書完.B=主謂企謀議莞霊言富莞 I-.菅蛋轟e是詣浩雪鮎藍莞富だ雲譜普岳蓋 あったもの ��ﾈ�3ｦ物ｪ(皐ｾ�B��ﾄﾅIw��ﾈ�8怏�Λ���云ｸｻh/�ﾘr�冷��>�/�ｭﾈ-竰�罫�冏���､hｾ���繝bR��iﾈ冷���ｸﾙw��ｨ+X,C�����iﾂ�ｸ��ｦﾆﾇ&ﾆﾈ4ﾂ�Y(ｸ�+X,�*"�,Id��ﾉ�9Uﾈﾜｸ,ﾂ� 

o;空C,ega芯㌫tLTノ畝店主鵠娼讐 計igのあるもの ⑳韓縦.娼駁韻事諸賢 ��ﾈ諍7#ｦ鮒5ﾒ��ﾈ妺w�]ｸﾝﾙ�｢��ﾉ|x��d)8ﾉx｢��ﾈｯ･�ﾃｦﾆ�9���>�/���ﾉ%9]ｳｩZ�4���ﾉ]ｶdY�ﾃｩ���■▲ ��$､ﾂｨｾ���繝bR��iﾈ冷�5ﾗHｯｨﾇH自D闌���ｸ�+X,�*"��(,ﾈ-ﾒ�W,C9OWklo.oTJp/ 
号l ��劔1,58 以内( 含む) 

垣舟は LL代■ 

1:鷲 :.i- L~.JL, 域 ��凾ｯ詣iTq.'i'lt++.TlaS^++LJ+TTT,A..+.b.歪.. ~と 佑9D闌�>���+�X���D闌�>���Zhｷ�-�ﾘｨxｼｨﾜ���+商工組合中央金dL 

めたもの 

准金剛こついては申込特称こよってJtなる4台があLJますので､ WJfのこ利用に当たってはr･1い合わせ先に.=稚担ください｡

( 4 )長井化fl-帝の実現性をホめたい

(6) 81兼のための研♯にさ加したい

∫-



′ぎリLrlも ��-■-■ �� 

LJ*+. ●●■叫■ ●走A100名 剽gr諠�2��ｧ�ﾂ��ﾉfｸﾉ9<i��ﾊﾄ仂r���4x�8������粟ｨ辷ﾉ84�8ｲﾘ7b�

wvwdoho:帆 

世コ- 性コ- テヅプ +++ ��

I+t tIや ■■け 棄r科 JAIiお ��叫yO_血kLd 

■(■ 局.人 して中 怒日 暮■人 ■■■ �7g鵤� 

;20名. :札秩 ��ﾈﾝ韈�H��rﾈｺ槌v�ｷ&�7R����ｦ��

) 唸ｴ霈b�俥ﾉ�ﾂ�7ｨ4xｾ�� ��

■ tL ン �*ｸ*ｲ��佗v無ﾗ(�ZRｲ��i�ｩ+9Dhｹbﾔ3ﾔ筈��RwCtﾅ�髭C｢�

….t仙bt8.α.bNoun( 

(8)インキユぺ-ト*投に入居したい

合わせ先 

↓■ せる 内) (NP ��� ��00 � 

王族<) 劔��蒜姐センター 1)82〇一3033 タ,.綴rJp 1)811｣8911 ･叫,竺サ 

㌔..浴,,:.;A:-:,/, ��ﾈ6b苒��ﾈ示ﾂ�*"�ｸ4貭�6��◆ 

･.二∴..:. 刄G一夕Tの ことをピッ �,�+X,H*(.兩ｸ����,X5H7ﾈ�ｸ6r�

巨p-: 朝_ﾈ,h+X,B�4x8ﾈ4����/�ﾗ3X+�,h/���w���,h+x.�+�,b�僮 刄N 1)Et �5�5｢�4��ｲ�FV6W%b�

汁+IttEIJl+★ 必fな技術指事 决Trt 劔 亦��ﾂ�B都B�諞��tkJI ★■■ ･℡347 ri.goLJP/ 

02壬(打tL:fg 

+lT企及ぴIT +大鵬呈(★考 刳驤�.EZl件事 劔● 貯fｲ����兔｢�襭�ウエア技 
■■■■■ �,�+X,H5ﾃs3ﾒ���

リ ク( 23)3 .rbp �5x6ﾈ5��

字書黙監霊芝喜怒芸善書套翫雷 剪�凵�(秩)千Jt センター (0123)42 vrvrvr.pl 刄Wネス交流 Jp/ 

0!う ����凵恪]Bl脚 劔zy&��I���&ｶｴ�ｶｲ呈��

審琵監護 � 劔ww,叫.仙 

-■

JJLt 化に浪 豫餬fg��W雜ﾈﾌxﾙ��H�ﾉ'�ｮ防�ｷ�-�&闔i�hｼh,ﾉ�｢�vw.arodccJp/ 

●研究 才女 ●書Jl -●古庄 ��新 鮮㌍碧粉ceLhhd 

●■ ◆仝 -一一◆そ �ｸ�8��ﾇﾉ-霧ﾉdﾈ葺琶nﾉ��&ｨｬ隧�,fgF�ﾈ.x.ｦ兩ｲ��

主に什 �� 

vw.伽,conhtLd 

f+粗茶 歪諾 �,h+X,H*(-ﾈ+r��センター 

※入居条件､空き状況など拝細については､各ik営織BBへお剛､合わせください｡

■!■



(1補助串U度

空虹干払票差怒髪琵莞管苦il雪空蓄哲男 慮;上昌美孤氾聖書.1品誠戯 言Ziil'幸吉叛き喜三苧誉kデ,7詣享 調ｷDｦﾆﾂ�+�,ﾄ貭�,��8���b�詹hﾙ�ﾂ�Y��-�,���ﾈﾉｲ�����｣ﾒ2�yiﾈ冷��R�,h+R��.�,ﾈ,侘�.停�85�ﾈ���8ﾈ*�*�.�,ﾈ,R�+x.�+�,b��#�R�+ﾘ.ツ�iﾈ冷�~土井立地JE 

恕2腰敵意書するp EZl体 ��ﾈ�.｢�t��r�t��ﾈ���4�8ｲ��ﾉ�豐������+ｸ,ﾂ��9h,b��ﾉ^(���ﾈﾌ�ｦﾂ���,���.僮XﾞX,ﾈ渧�咥ｧﾊB�.韮‡卓吉ま喜皇㌢*JL 榊推進グル-プ主査(補環税) 詣耶 

維dr暮､垂托書. ち知事が必至かつ≠ 以内②1/3以内 ) 

iこJ ��★l crチ +★ ���Y�8-�*�� �4���ﾂ���w��,����炅�x��,Fﾂ��r�x��5��.｢�雪雲用益霊宝だ 以内 i-事手垢声とする+ 偃Y����ﾂx48ﾛh7ﾘ5ィﾄﾂﾓr�

≡:-'速義 �粢��美空空浩志ふ加点榊のLJサイクルを臭肘 �;iwx耳ｴ�ｸ&e"wｸ484�7ﾘ5鮎B��ﾈﾜﾉ��i��葈ﾔｸ+騏�C�9x(ｯ册ﾘ*ﾈﾅ)Uｹm��匣,hｾ8ﾙ�-ﾈ.ｨ.�+�,b�ｧｸ��cｦ貿���)dﾉW袷8���hﾋ��ｲ�
一課 

笥艶撫鮎よ.,牒した者の帥ら Zl定された何体) ) �� 友ﾉ>��,dﾇD､ﾉD顋r��&繁Wｸﾊx,ﾈﾗ9�ﾘ､X/��$俯X��､ﾄ幽�����ﾂｴ��w�,ﾈ竧宜-ﾒ��ﾊH��(Y+ｨ��-h,ﾈ轤｢�4�8ｸﾄi�h��-h,ﾈｴﾘ��爾ﾚH6苻���)w��9i�-h,ﾈ辷7｢�6(4�8ｨ5H484�8ｹ�H�8���+x.�+ﾘ-�,ﾊH匣����x985�ﾘ6t���謦���ｷ���Jﾘ.｢�484��+ﾘ-�,ﾂ筵､Y�$､ﾉX��●王粘.J-..-f'l'Ilせ■E' 

点えて市 豪i又 暮.内 ②軽済世 利活用 @パイ ④完箭 マス由 2/Vオマ ①バイオ 主宗 ク牡& 書デ- 蒜7 品註≡ 子益 

材料FEl兼′{イオマス 点の■入､7ンケ- タ頓k書及書桝 

粁-以外の帖は､受付軌恥{限定されてお･)ますので､相のご私利こ当たっては剛､合わせ先にご軸ください｡

融資祐rJ度
nlli=一名別注就--｣内容-わ-二 

'貨菜菅笑声恵T野草 僊牡20人(捕.サービ 佛Iu���ｺhｩ9u"�� 

'尖琵苦笑巧書芸千言竺書芸蛋音更)bEJ盟莞 劔刄Z/チ-JR+暮金砂 vw.h弧Or加/ ●北カ月山王謙脚工局 ■エ▲■■. 金#真書gループ (01け204i346 

I:(畠芸野写苧禦芋蔓謂忘如_ビス 劍�ﾈ諍7#ｨ�5�Xｾ���ﾈ�(.c｣育阯闌�>���ﾉy慰ｳ｢�傾ﾙ剃ﾂ蕋膤苴｢�凵恂k58脚吋工長 ■エ■■■ 金h素ーグル-プ LW,Pd.rddqLkb.LEIJplkzl SkyW. ■小柳工労■事瑞ni 

テンツ事R′ ルセンタ一事 究所JEI脚St 咾w��ﾌｩ���土D闌�>���吋闌�>���ｲｴ､討����"�

■配三吉王手誓!,,I(歪表芸㌘+!プ岬を推 剪ｷB��ﾆ��｢苒�D唯�9D荐����舐�ｸv�� 筈T#����iﾈ苓潔>����-ﾄｦ(ｾ�y��｢�nSiD��ﾈ励b���"�

∴′. 超�����､ﾂ���/�ﾗ8*I�ﾂ��ﾈ訷ﾔ�6ﾈ8ｸ4ﾒ�/�諍w�+x.��D�H��B�=対応す Ttせ■■ 一にXす *政文r 事大する 倡ｹg�.)�h4x6ﾈ8ｸ4ﾘ�ｸ饕�●熊LjB: ●RL-Jl: ●判事` 刮~以内 吐血金利] 5X年1_5% ‖一 

3軸内年 ■字書説等 1○年以内年2 ●AIM:I 

●■▲ ●判+ tt司定が 3年以内 5年以内 7年Jl内 10年_以内 ●JIP 謄��Dﾆ�����D��������｣�b�tFEI以内 -【密輸金flJ】 1.8%~年1.5% Hミ..u-1*3..'Iei:3,.tit. 2.1% 

次のいずれか一 (1)諸相地一 �+�Fｹ9h+x.竸�������野敬占 5IR以内 15年JXFAI■ � 

■JL書に 地に全甜 �6�/�ﾗ8*H���簫���ﾈﾌ���ﾅ��

う暮 剪�*H+��)D闌�>���

ウrSO又は .丑エli 傚�,ﾈ淙����/�ﾗ8*Bｲ�劔 

罷品評幣叩T甲のJ+A.を行う 剪�ﾊﾂ��ﾈ����ﾉD��IHL 年1.1%以内 .56恕岩内 開館滞貨)2?野内. 



(I ) Jt兼･斬分軒進出軌こ操るI用の助成金

●次のいずれかを*NzT々坤小金暮毛､中小全集同体､ NPO法人書~ 湾技量巾の,も､b1のづくLJ､土､軌.i､ ��ﾈ饕��ｸ���霊感鼠 社食浜寺1人あ たLJ30万FEl~ 凵恂k海暮8細分A局 ■用労敢I (Dll)2仙胡49 

･鴛巨∵∴ .建一苧環等雷雲諸声禦詣表題蓋号菅 チ. 

+謹鮮;畢監禁÷十 超､ﾄ鳴��Vb��)ｨﾜB�Y�"�ｿ9/��ｸ繒���8��*�+ﾔﾇﾓY�ﾈ/���)�ﾈﾝ�,ﾈuH*)?ﾈ.｢�-ﾈ,X/��-ﾂ�� 
lIIや暮士9● 

(1)!禦淵震琵沸誓書を戸つ｣ --(2)琵三悪雲井.折する珊こ桝する焦点舶t 劍ｴｹ.�+x.�:��w���9'x刺,�*�*(,B��w�馼��,h,�停�ｨ�(/�I?ﾈ.ｨ+ﾒ�

`注'-真読■揃崇憲鎧 劔北沸立センタ- 

ー琵翼喜馳静態紳 孟蓋昌男芸芙誓芸言!号差違&*描b'毒誓言主と莞 ��ﾂ��ﾂ�T+鶴ll.,-Jl■叫 1/2 1 

を付lJE) 

暮-以如,tIJErl､農村榊が帳されておLJ *すので､鵬のご利用に当たって欄い合わせ先にご軸ください｡

(2)介P兼に係るT用事の助成金

A
10



近l弊3町 �,ﾈﾔ鮎i&9&饂｢�鼓のiE遇措置状況 

市町名 冲Hｿi�ｹ'X,ﾂ�ﾚｨｹ"�要件.及び内容 

音更町 �俔�*ﾈﾔ鮎b�業種=製造業､非製造業問わず 

立地促進条 �8ｨ��ｧ｣｣S��iﾈ苓決�2�

例 佻冽�ﾓ9�ﾈ決�8�ｹ8ｨ��ｧ｣"ﾃS��iﾈ苓決�9?｣)iﾈ冷��

･(奨励金の ��ﾂ偉�7逢｣｣2ﾃc��iﾈ冷��

交付) 傅y~8ｾ�罠7�&�/��*ﾘﾌY�h��蝎�Y(��Y���ｹZΚﾌY.磯�蜥�

税相当額5年間交付(限度額なし) 

ef 
土地購入資金の利子補給=2%を限度額(町内企業は 

3%)7年間補給(限度額なし) 

革別町 冑ｹ¥ｩ*ﾈｮ仂b�業種‥製造業､非製造業闘わず 
開発促進条 �8ｨ��ｧ｣｣S��iﾈ苓決�2�

例 佻冽�ﾙO��ｹ�(ｼh,ﾓ9�ﾈ決�8�C�)iﾈ冷��ﾂ�&靈8ﾍ冽��

(補助金の 倆(,ﾓXｨI�ﾒ宙ﾌ�7逢ｨ,�+R��

交付) 竸(�ｾ�ｩ7�&�/��*ﾘﾙ�.磯�蝎�X攣�Y���ｹZΚﾌY.磯�蜥�

税相当額5年間交付(限度額なJL,) 

芽室町 �*ﾄ�� 1E 誘致条例 �7�&鞅y?ﾈ��ｾ�,ﾉuｨ��ｩw�&韶i;餒�,ﾃ��X潔>���壓冷�

(奨励金の 交付) �/�ﾌ�7ｓ#�D闌�>���

芽室町企業 仂h靃ｨｷ��(ｼjIO��ｹ�(ｼin(.ﾘ+��

辞致条例 �8ｨ��ｧ｣｣"ﾃ3�ﾓ�iﾈ苓決�2�

(奨励金の 佻冽�ﾙO�ﾙ(�(ｼh,ﾓ9�ﾈ決�8�C�)iﾈ冷��ﾂ�&靈8ﾍ冽��

交付) 倆(,ﾓRﾈｨI�ﾒ宙ﾌ�7逢ｨ,�+R��

奨励金:土地を除く国定賀産税耽税対象物:国定資産 

税相当額3年間交付(限度額なし) 

融資 

土地購入資金の掛賢:用地取得費の80%以内(1億円 

を限度)10年以内(1.9%/午) 

ll

近隣3町の工業田地の分所状況

市町名 儘鮎iu)&駝ﾂ�開発手法 ��)�ﾈｷ�-�Lﾂ�HH益�ﾂ�分競価格 (円/秤) 偖ﾈﾘb�

音更町 �俔�D8ﾔ鮎i&9&鈔�公社開発 �俔�*ﾉ7�&�� ��c8ｯｨﾇb�

(第1期分:8.7ha) 俎8荒�開発公社 �窿3bﾃC��冷��画まで 

幕別町 �8ｨ6��ｸ5H486栄ｹ¥｢�公社開発 冑ｹ¥ｩ*ﾉ7�&�� ��

(41.4ha) 俎8荒�開発公社 �窿C"ﾃS��冷��

札内東工業団地 佰h��､ｩJﾒ�ﾗ8荒�幕別町土地 開発公社 �32緜C�苓��� 

芽室町 �壱ｩ8ﾉ�cXﾔ鮎i&2�公社開発 �因I*ﾈⅸﾔ�� �壱ｩ8ﾈﾔ��

也 (19.2ha) 俎8荒�都市振興課 �窿3RﾃS��冷��業団地 1期～~4- 期(160ha)_ 

帯広市 �=�#���fｸﾔ鮎i&9&��民間区画 ���ﾔﾈ�8蝌ｼb�41,300-753,600 ��

(48.9ha) ��騫ﾒ�開発公社 �窿CrﾃCS�冷��



⇔帯広市企業立地促進条例(助成)　　　　　　　(問い合わせ先帯広市工業労政課)

討た業種L要件l助成額1隈庶領一- 
一一.:-;:圭一-.∴.一一三∴十 �(ﾆ��ﾙ7y[ﾈ�hﾊｸ璽�+�ﾈ)j�[ﾉj���9��佗以(��nﾉ[ﾈ��ﾈ)$xｽXﾉ椅%���ｧ"�

製造業 ��新設投資額2.000万円以上 �8ｨ��ｧｨ,ﾃ３�投資額分1億5,000万円 

リサイクル工場 剏ﾙ用増5人以上 ���ﾉ9h8｣��iﾈ冷�雇用増分5,000万円 

増設投資額2,000万円以上 �8ｨ��ｧｨ,ﾃbR�投資額分1億円 

官用増2人以上 ���ﾉ9h8｣��iﾈ冷�雇用増分5,000万円 

核当投賛辞の4% ��

緑化工場立地法第6条の 届出工場(特定工場) 處�&霍�-�･hｺｸ郢�ﾘ,ﾉlｨﾇb��譎9fﾆ｣�經��冷�500万円 

L.∴7- �� 啜ﾂ粐ﾒ�<r簽｢ﾔﾃ｢���ｪX耳耳爾� 

特定事業所 ･ソフトウエア兼 剞V設投資額2,000万円以上 �8ｨ��ｧｨ,ﾃ３�投資額分1億円 

-個処理サービス業 一冊報提供サ-ビス業 一帯相投計業 剏ﾙ用増5人以上 

･丁ザイン業 ･アプリケーションサ-ビスプロバイダ事業 剔攝ﾝ投資額1,000万円以上 ���ﾉ9h.���iﾈ冷�雇用増分5,000万円 

試放研究施設 剏ﾙ用増3人以上 

-,. …諾芸濃慧驚.誓警雷雲諾監禁諾=gpf6L誌諾讐忘芸宗旨鮒究蹴ついては､都

市計画区域となl)ます.

※｢十勝型産業クラスター加井｣については､別に要件があr)ます｡

⇔帯広市工業団地立地奨励金制度
B]定資産に係わる投資額の4%に相当する額

※投書現とは.所得税法施行令第6条第1号から第7号(建物及び附属設備､構築物､横軸及び義正､船舶､航空機､華南及び

運搬具､工具､器具及び備品)に精げる資産の取得価格の合計頂｡

×帯広市企業立地促進条例との併用はできまttん｡

⇔帯広市中小企業融資制度(工業団地取得･設備資金)


