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課  名 経営革新課，イノベーション推進チーム，県内投資促進課 

 

 

    

１１１１    ねらいねらいねらいねらい    

民間金融機関では対応が困難な長期・低利の資金の供給や，設備投資への助成，成長可能性の

ある企業等に対する出資による資金提供・経営参加型の支援，技術・研究開発等への支援など，

様々な支援ツールにより，県内企業等の新規創業や第二創業，新規事業展開等を促進する。 

 

２２２２    事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要    

（１）県費預託融資制度（１）県費預託融資制度（１）県費預託融資制度（１）県費預託融資制度                                                            （新規融資枠６１，１００百万円，単県）    

   融資原資の一部を取扱金融機関に預託することにより，中小企業に対し，長期・低利の事業

資金を供給する。 

   

【県費預託融資制度の見【県費預託融資制度の見【県費預託融資制度の見【県費預託融資制度の見直し】直し】直し】直し】    

平成３０年４月より施行される中小企業信用保険法等の一部改正等に合わせ，関連する県制

度メニューを改正する。 

①①①①    融資限度額の拡充融資限度額の拡充融資限度額の拡充融資限度額の拡充    

アアアア    小口資金・無担保資金（小規模融資）小口資金・無担保資金（小規模融資）小口資金・無担保資金（小規模融資）小口資金・無担保資金（小規模融資）    

      主 な 内 容 

 

小口資金・無担保資金（小規模融資）  

～小規模事業者の持続的発展を支援する～ 

【改正事項】融資限度額を１，２５０万円から２，０００万円に拡充 

【制度概要】 

（使  途） 運転資金，設備資金 

（限 度 額） 小規模事業者等 ２，０００万円 

（融資期間） １０年（据置６月） 

（利  率） １．３％ ※利率は金利情勢により変更する場合がある。以下同じ。 

（保  証） 信用保証付き（小口零細企業保証・特別小口保証又は料率Ｂ） 

 

    

イイイイ    創業支援資金（産業支援融資）創業支援資金（産業支援融資）創業支援資金（産業支援融資）創業支援資金（産業支援融資）    
      主 な 内 容 

 

創業支援資金（産業支援融資）  

～創業チャレンジを促し，地域産業の活性化を図る～ 

【改正事項】融資限度額を２，５００万円から３，５００万円に拡充 

【制度概要】 

（使  途） 運転資金，設備資金 

（限 度 額） ３，５００万円 

（融資期間） １０年（据置１年） 

（利  率） 運転：１．１％ 設備：０．５％ 

（保  証） 信用保証付き（創業（等）関連保証 等） 
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②②②②    融資対象の拡充融資対象の拡充融資対象の拡充融資対象の拡充    

アアアア    セーフティネット資金〔国指定〕（緊急対応融資）セーフティネット資金〔国指定〕（緊急対応融資）セーフティネット資金〔国指定〕（緊急対応融資）セーフティネット資金〔国指定〕（緊急対応融資）    
主 な 内 容 

 

セーフティネット資金〔国指定〕（緊急対応融資）  

～大規模な経済危機，災害等に迅速に対応する～ 

【改正事項】融資対象に，「全国的な大規模経済危機・災害等によって影響を受けている

者」を追加 

【制度概要】 

（使  途） 運転資金（災害の場合は設備を含む） 

（限 度 額） 中小企業者 ８，０００万円 組合等 １６，０００万円 

（融資期間） 運転：１０年（据置１年） 設備：１０年（据置３年） 

       ※危機関連保証適用時は，据置２年 

（利  率） １．１％ 

（保  証） 信用保証付き（経営安定関連保証または危機関連保証） 

 

    

イイイイ    事業活動支援資金（産業支援融資）事業活動支援資金（産業支援融資）事業活動支援資金（産業支援融資）事業活動支援資金（産業支援融資）    
      主 な 内 容 

 

事業活動支援資金（産業支援融資）  

～事業承継を一層促進する～ 

【改正事項】融資対象に「事業承継に伴い，事業活動の継続に支障が生じているとして認

定を受けた中小企業者の代表者個人」を追加 

【制度概要】 

（使  途） 運転資金，設備資金 

（限 度 額） 中小企業者・組合等 ２億円（うち，運転資金６，０００万円） 

（融資期間） 運転：１０年（据置３年） 設備：１５年（据置３年） 

       ※代表者個人は，据置１年 

（利  率） 運転：１．３％ 設備：０．７％ 

（保  証） 原則として信用保証付き（料率Ｂ） 

  
ウウウウ    働き方改革・女性活躍推進資金（労働支援融資）働き方改革・女性活躍推進資金（労働支援融資）働き方改革・女性活躍推進資金（労働支援融資）働き方改革・女性活躍推進資金（労働支援融資）    

      主 な 内 容 

 

働き方改革・女性活躍推進資金（労働支援融資）  

～働き方改革の取組の加速化を図る～ 

【改正事項】「仕事と家庭の両立支援資金」の制度名称を「働き方改革・女性活躍推進資

金」に変更し，融資対象に「働き方改革を推進するための“しくみ”を作り，

“行動”をしている者」を追加 

【制度概要】 

（使  途） 運転資金，設備資金 

（限 度 額） 中小企業者 ７，０００万円 

（融資期間） 運転：１０年（据置１年） 設備：１０年（据置３年） 

（利  率） 運転：１．３％ 設備：０．７％ 

（保  証） 原則として信用保証付き（料率Ｂ） 
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③③③③    取扱期間取扱期間取扱期間取扱期間及び融資期間及び融資期間及び融資期間及び融資期間の延長の延長の延長の延長                                                                                                             

     経営改善支援経営改善支援経営改善支援経営改善支援特別資金特別資金特別資金特別資金（緊急対応融資）（緊急対応融資）（緊急対応融資）（緊急対応融資）    

本資金の取扱期間及び融資期間を延長することにより，返済猶予等の貸付条件の変更を行

った中小企業の経営改善や事業再生を促進する。 

 項  目 内                    容 

融 資 対 象 

広島県中小企業支援ネットワーク会議構成団体である経営支援機関等（商

工会議所，広島県商工会連合会，商工会，広島県中小企業再生支援協議会

及び県費預託融資取扱金融機関）の支援を受けて，経営改善等に取り組む

者で，経営支援機関等から推薦を受けた者 等 

資 金 使 途 借換資金，運転資金，設備資金 

融資限度額 中小企業者・組合等 ８,０００万円（うち新規資金４，０００万円） 

融 資 期 間 

１０年以内 （据置１年以内） 

※「事業再生計画実施関連保証」「条件変更改善型借換保証」の適用を受け

た場合は１５年（据置１年以内） 

取 扱 期 間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日（取扱期間の延長） 

    

④④④④        取扱期間の延取扱期間の延取扱期間の延取扱期間の延長長長長    

設備資金設備資金設備資金設備資金貸出利率貸出利率貸出利率貸出利率のののの引下げ引下げ引下げ引下げ（産業支援融資，労働支援融資）（産業支援融資，労働支援融資）（産業支援融資，労働支援融資）（産業支援融資，労働支援融資）    

県内産業の活性化及び雇用の維持・拡大を図るため，産業支援融資及び労働支援融資の設

備資金の貸出利率の引下げを継続し，中小企業の設備投資を促進する。    

主 な 内 容 

 

 次の融資の設備資金の貸出利率について，運転資金の貸出利率より０．６％引き下げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取扱期間） 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日 

 

    

    

資  金  名 運転資金 設備資金 

○産業支援融資【継続】 

創業支援資金，事業活動支援資金， 

新成長分野支援資金  

○労働支援融資【継続】 

雇用促進支援資金， 

働き方改革・女性活躍推進資金 

１．３％ 

（創業１．１％） 

０．７％ 

（創業０．５％） 

※上記の貸出利率は，全て信用保証付きの場合 

※貸出利率は，金融情勢により変更する場合がある。 

 



期　　間（万円） （百万円）１年超　中小企業者 ７,０００　組合等 ８,０００１年以内　中小企業者 ２,０００　組合等 ４,０００
次のいずれかに該当する中小企業者・組合等①　国が指定した取引先の倒産，生産調整，事故，災害又は取引金融機関　の破綻によって影響を受けている者　（セーフティネット保証１～４号，６号） 中小企業者 ８,０００②　全国的な大規模経済危機・災害等によって影響を受けている者　（危機関連保証） 組合等 １６,０００※①，②ともに，別途，各保証の利用に係る市町の認定を要する。 中小企業者 ４,０００組合等 ８,０００

知事が別に定める１０年（１年）運　転 運転　 １０年(３年)設　備 設備   １５年(３年)※代表者個人は据置１年中小企業者 ２０,０００ 運　転 運転 １０年 (３年)設　備 設備 １５年 (３年)
新規融資枠計

２,０００２,０００

特別資金 借　換運　転設　備 １０年 (１年）借換資金 緊急経営基盤強化資金の融資対象要件を満たし，かつ，県費預託融資の借入残高のある中小企業者・組合等 中小企業者組合等   ５,０００（うち新規運転　資金4,000）【経営改善支援特別資金】※H31.3.31まで①　経営支援機関等（商工会議所，広島県商工会連合会，商工会，広島県中小　企業再生支援協議会及び預託融資取扱金融機関）の支援を受けて策定又は　変更した経営改善計画に基づき，経営改善に取組む者で，経営改善　の見込みがあるものとして，経営支援機関等から推薦を受けた者②　保証付き既往借入金について返済条件の緩和を行っており，金融　機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ，自ら事業計画　の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う者③　中小企業再生支援協議会等の指導・助言又は経営サポート会議に　よる検討等により作成された事業再生計画に従って事業再生に取り　組む者 中小企業者組合等
１４，９００

運転 １０年 (６月)設備 １０年 (６月)運転 １０年 (６月)設備 １０年 (６月)
運転 １０年 (１年)設備 １０年 (３年)運　転(借換え含む)設　備

小規模企業者等小規模企業者等 運転 １０年 (１年)※災害のみ設備 １０年 (３年)１０年 (２年)

制　　度　　名 限　　　　度　　　　額 新規融資枠融　　　　　　　　 資　　　　　　　　 条　　　　　　　　 件対　　　　象　　　　者 使　途 　運転・設備資金とも利　用の場合は，運転資金　の融資期間を適用１年 運　転設　備

運　転設　備

１０年 (１年)(災害の場合は設備を含む)運　転
８,０００（うち新規資金4,000万円）

※災害のみ設備 １０年 (３年)
(新規の運転を含む)借　換  ①　 １０年(１年) ②,③１５年(１年)

運転 １０年 (１年)
９，５００

３３，３００

個人・会社

中小企業者
運　転(災害の場合は設備を含む)運　転
運　転設　備運　転設　備

３，０００

小口資金 従業員２０人(商業・サービス業５人(宿泊業・娯楽業は２０人）)以下の小規模企業者並びに小規模な事業協同小組合，企業組合及び協業組合で，小口零細企業保証の適用を受ける者※特別小口保証を利用する場合は，租税を完納していること無担保資金
緊急対応融資
倒産防止等資金（県指定等） 県が指定した取引先の倒産，事故又は市町の認定（り災証明）した災害によって影響を受けている中小企業者・組合等次のいずれかに該当する中小企業者・組合等①　経営環境の変化等により，売上の減少や経常赤字あるいは売上総　利益率等の減少が生じたが，中長期的には業況が回復する見込みの　ある者②　経営の危機を克服する見込みや企業再建により再生の見込みがあ　るとして，関係団体（商工会議所，商工会連合会又は中小企業再生　支援協議会）の推薦を受けた者③　国が認定した事業活動に著しい支障を生じている業種であって，　経営の安定に支障を生じている者(セーフティネット保証５号)※③は，別途，保証の利用に係る市町の認定を要する。緊急経営基盤強化資金

緊急対応が必要であるとして知事が定める者

１年 経営安定融資 中小企業者・組合等※「借換」は，返済中の県費預託融資制度の運転資金で，金融機関・信用保証協会が認めた場合に限る。一般資金流動資産担保資金 売掛債権又は棚卸資産を保有する中小企業者

運　転設　備

小規模融資 運　転設　備
運　転

①　新たに事業を開始若しくは会社設立予定の個人又は中小企業者で　ある会社②　事業開始又は会社設立後５年未満の中小企業者※　再挑戦枠あり創業支援資金

３,０００

知事が別に定める額 運　転設　備３,５００

セーフティネット資金（国指定）

６１，１００
中小企業者 ７,０００

運転 １０年 (１年)設備 １０年 (３年)運　転設　備中小企業者組合等 ４００運転 １０年 (１年)設備 １０年 (３年)
(うち運転資金　６,０００)

県　費　預　託　融　資　制　度　一　覧　（平成３０年度）

労働支援融資
雇用促進支援資金

産業支援融資 成長分野（医療・健康，環境・エネルギー，観光分野）の事業を行う中小企業者で，事業拡大等を行うもの
次のいずれかに該当する中小企業者又は組合等① 「経営革新計画」の承認又は「経営力向上計画」の認定を受けた　事業を行う者②　事業転換又は多角化により新分野へ進出するための事業を行う者③　中心市街地活性化法又は地域商店街活性化法の認定を受けて事業　を行う者④　県内公的産業団地への新規進出に伴い事業を行う者⑤ 「地域経済牽引計画」(旧「企業立地計画」「事業高度化計画」)　の承認を受けて事業を行う者⑥　事業承継に関する認定を受けた者(代表者個人も可)⑦　(公財)ひろしま産業振興機構が実施する「中小企業技術・経営力　評価制度」により，評価書の発行を受けた者新成長分野支援資金

事業活動支援資金

担保の提供が困難な従業員２０人（商業・サービス業５人（宿泊業・娯楽業は２０人））以下の小規模企業者並びに原則として小規模企業者により構成される組合等及びその構成員
中小企業者組合等 ４,０００

中小企業者組合等 ２０,０００

７,０００働き方改革・女性活躍推進資金（旧：仕事と家庭の両立支援資金）
次のいずれかに該当する中小企業者①　新たに正社員を雇用（非正社員から正社員への転換を含む。）す　る者，新たに障害者又は６５歳以上の高年齢者を常用雇用する者②　障害者又は６５歳以上の高年齢者の雇用促進・維持を図るための　施設・設備の設置又は改善を行う者次のいずれかに該当する中小企業者・組合等①　「広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度」に登録し，かつ次　のいずれかに該当する者　・次世代育成支援対策推進法の「一般事業主行動計画」を実施する　　ための事業を行う者　・登録した「仕事と介護の両立支援の取組」を実施するための事業　　を行う者②　女性活躍推進法の「一般事業主行動計画」を実施するための事業　を行う者③　「広島県男性育児休業等促進宣言企業登録制度」に登録し，登録　の際に宣言した取組内容を実施するための事業を行う者④　「働き方改革実施企業」に該当する者又は「広島県働き方改革実　践企業認定制度」の認定を受けた者

(うち運転資金　６,０００)
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（（（（２２２２））））次世代ものづ次世代ものづ次世代ものづ次世代ものづくり基盤形成事業くり基盤形成事業くり基盤形成事業くり基盤形成事業（再掲）        （１００，５０７千円，一部国補） 

県内ものづくり企業が取り組む研究開発等や新たな成長分野への事業展開等を支援すること

により，激変する事業環境下における本県ものづくり産業の持続的な競争優位性を確保する。 

詳細→《４０ページ「１３ ものづくり産業の高度化」に記載》 

    

（３（３（３（３）企業集積の促進（企業立地促進対策事業））企業集積の促進（企業立地促進対策事業））企業集積の促進（企業立地促進対策事業））企業集積の促進（企業立地促進対策事業）（再掲）      （３，９８０，０９３千円，単県） 

 留置を含めた従来型の設備投資に対する助成を行い，県内企業の競争力強化及び県外への流

出防止等を図る。 

詳細→《３５ページ「１１ 多様な投資誘致の促進」に記載》 
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