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お申込み先 /京丹後市商工会 貸出機関 /日本政策金融公庫 舞鶴支店

「小規模事業者経営発達支援資金」のご融資を通じて、経営発達支援計画の認定を
受けた商工会議所・商工会から事業計画の策定・実施の支援を受け、持続的発展に
取り組む小規模事業者のみなさまのお手伝いをさせていただいております。

■資金の使いみち
ご利用いただける方に該当する方が事業の持続的発展を目的とした事業
計画の実施のために必要とする設備資金およびそれに伴う運転資金

■保証人・担保 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

小規模事業者経営発達支援資金Ⅲ

● 小規模事業者経営発達支援資金の概要

■ご利用いただける方
経営発達支援計画の認定を受けた商工会議所・商工会から事業計画の策
定・実施の支援を受け、持続的発展に取り組む小規模事業者

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

■融資限度額 7,200万円（うち運転資金4,800万円）

■利率（年） ［特利A］ 年0.71%～2.15% （令和3年6月1日現在）

20年以内
〈据置期間2年以内〉（※）

■ご返済期間 設備資金

運転資金 8年以内
〈据置期間2年以内〉（※）

（※）従業員数5人以下の場合は、据置期間3年以内となります。

　ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
　利率は金融情勢によって変動いたしますので、お借入金利（固定）は、記載されている利
　率とは異なる場合がございます。
　審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがございます。

ご相談
お申込

認定商工会議所
認定商工会

受 付 ご融資

日本政策金融公庫
国民生活事業

Ⅳ京都府中小企業融資制度一覧
（令和3年度一覧より抜粋）

相談機関 / 62-4304☎ 69-3675☎ 62-0342☎京都府丹後広域振興局農商工連携・推進課
受付機関 /京都銀行・京都北都信用金庫

公益財団法人京都産業21北部支援センター 京丹後市商工会

※1 金利はいずれも固定金利です。（ただし、開業・経営承継支援資金の⑥についてはこの限りではない。）
※2 従業員20人（商業・サービス業（宿泊業及び娯楽業を除く。）は5人）以下の中小企業者（事業協同小組合
　   等の組合や NPO法人も対象）
※3 金利優遇制度対象（年0.2％引下げ。非正規雇用労働者の正規雇用化を図る場合や、ISO14001認証取
　   得企業などが対象となります。）
※4 市町村長の認定を受けていただく必要があります。

※5 応援隊割引。商工会議所・商工会・地域ビジネスサポートセンター、京都府中小企業団体中央会、京都産
　   業21（中小企業応援隊）の経営支援を受ける場合、保証料率を引下げ（保証料率の引下げが最大となる
　   のは、保証協会による会計参与を設置している会社に対する保証料割引と併用した場合）。
※6 取扱金融機関からの独自融資での借入が決定している場合は、金融機関所定金利（固定）、融資限度額は
　   独自融資での借入額の範囲内となります。
※7 都道府県知事の認定を受けた法人の経営を承継した代表者及び事業を営んでいない個人への融資は、  
　    一般枠での御利用となります。

※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者等を支援するための新たな融資制度「伴走支援型経営改
善おうえん資金」の取扱いを開始します。同資金では、中小企業者等が自ら現状分析等を行うとともに、金融機関に
よる継続的な伴走支援を行うことで、新型コロナウイルス感染症からの早期の経営改善を後押しします。加えて、
国の補助により、信用保証料が一律0.2%に引き下げられるため、少ない負担で同資金を御利用いただけます。

【経営あんしん（セーフティネット）融資】

対象者 資金名 区分等 金利（※1）資金使途 融資限度額 保証料率（年率）融資期間
（据置期間）

コロナ禍からの
早期経営改善を
目指す方

伴走支援型
経営改善
おうえん資金

コロナの影響を
受けている方

新型コロナ
ウイルス
対応緊急資金

小規模企業
おうえん資金

あんしん
借換資金

災害対策
緊急資金

小規模企業
の方（※2）

売上高等が
減少している方・
借換を希望
する方

災害復旧等に
資金が必要な方

セーフティネット枠（※4）（4号又は5号認定）
1.1%

4,000万円
（セーフティネット枠・
  危機関連枠合わせて）

2,000万円

2,000万円

有担保2億円　無担保8,000万円

有担保2億円　無担保8,000万円

有担保2億円　無担保8,000万円

10年以内
（5年以内）

0.2％（一律）

0.9％（一律）

0.8％（一律）

0.45％～1.7％

保証料率優遇制度(※5)の対象
0.2％又は0.3％引下げ

保証料率
優遇制度(※5) の対象

0.1％又は
0.2％引下げ

0.35％～1.6％

0.5％～1.8％

0.45％～2.0％

0.75％、0.9％

0.45％～1.65％

0.75％（一律）
10年以内
（2年以内）

10年以内
（2年以内）

10年以内
（2年以内）

10年以内
（6箇月以内）

運転資金
設備資金

運転資金
設備資金

運転資金
設備資金

運転資金
設備資金

運転資金
設備資金

1.2%

1.2%

0.9%

1.8%

新規1.2％
借換1.8％
新規1.1％
借換1.7％

1.7%
（※3）

危機関連枠（※4）

危機関連枠（※4）
（新型コロナウイルスの影響を受ける場合）
市町村長が発行する「り災（被災）証明書」等を受けている方

セーフティネット枠（※4）（5号認定）

セーフティネット枠（※4）
（セーフティネット保証が適用される場合）

　　　セーフティネット枠（※4）
（4号認定（新型コロナウイルスの影響を受ける場合））

①ベース枠（無担保無保証人）

②ステップアップ枠（無担保）

緊急枠（売上高減少・原材料費高騰など）

普通保証( 売上高減少・原材料費高騰など )
セーフティネット枠【別枠】
有担保2億円　無担保8,000万円

セーフティネット枠【別枠】
有担保2億円　無担保8,000万円

セーフティネット枠【別枠】
有担保2億円　無担保8,000万円

危機関連枠【別枠（セーフティネット枠と別）】
有担保2億円　無担保8,000万円

事業実績が
6箇月以上1年未
満の場合①と②の
合計で500万円まで

コロナ関連

コロナ関連

コロナ関連

コロナ関連

【産業活力推進融資】

10年以内

運転資金
設備資金

開業や
事業転換
経営承継を
行う方

1.2％
（※6）開業・

経営承継
支援資金

①1,500万円
　（事業開始前の場合は自己資金の範囲内）
②2,000万円（※6）

③2,000万円

④【別枠】
　有担保2億円
　無担保8,000万円（※7）
⑤有担保2億円
　無担保8,000万円（※6）
⑥2億8,000万円
⑦2億8,000万円
⑧2億8,000万円

①府内で新たに開業・分社化する場合【一般型】
②経営支援等を受け、開業等を行う場合【支援型】

開業

③事業転換や多角化を実施する場合
事業転換・多角化

④都道府県知事の認定を受け、事業用資産等を取得
　する場合【一般型】
⑤経営支援等を受け、経営承継する場合【支援型】
⑥経営承継計画を作成し、当該計画に実際に着手し
　ている場合【借換型】
⑦経営承継を3年以内に実施済（又は予定）であり、
　一定の財務要件を満たす場合【承継無保証人型】
⑧経済産業大臣の認定を受け、経営承継に係る借
　換を実施する場合【承継無保証人借換型】

経営承継 0.45%～1.65%

⑥は0.45%～1.7%

⑦⑧は0.0%～0.95%

0.5%（一律）

⑥は
「金融機関
所定金利」

⑥は
20年以内

（2年以内）

【中小企業支援融資】

運転資金
設備資金

一般的な
事業資金を
希望される方

①府内で事業を実施している場合
②「経営力向上計画」を策定し，国の認定を受けてい
　る場合

一般資金 10年以内
（1年以内）

金融機関
所定金利
（※3）

①有担保2億円　無担保8,000万円
②【別枠】有担保2億円　無担保8,000万円

①0.45％～ 1.85％
②0.7％（一律）

保証料率優遇制度(※5)の対象
0.1％又は0.2％引下げ

（令和3年4月1日現在）

今年度の
主な変更点

小規模企業や新型コロナウイルス感染症等で経営状況が厳しいという方は…

開業や経営承継などを考えておられる方は…

一般的な事業資金の調達を希望される方は…


