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大分県内の中小企業・小規模事業者のみなさまへ 

 

大分県では、中小企業・小規模事業者に元気に活躍してもらうた

め「大分県中小企業活性化条例」を制定しています。さらに毎年「お

おいた産業活力創造戦略」を策定し、これらに基づき中小企業・小

規模事業者を支援する様々な施策を実施しています。 

こうした施策を県内３万４千を超える中小企業・小規模事業者の

隅々にまで伝え、そのお役に立てていただきたい、そうした思いか

ら、県では毎年「中小企業等支援施策ガイドブック」を作成してお

ります。 

 

本ガイドブックは、誰のための、どんなサービスかが一目でわか

るよう、各施策にはそれぞれ見出しをつけています。また、県や国

だけでなく、みなさまに最も身近な存在である市町村の施策も記載

しています。さらに、施策は補助金、商談会、研修などサービスの

種類ごとに整理したうえで、「補助金・融資編」、「各種サービス編」

の２冊にわけて編集しております。 

 

 併せて、ＷＥＢ上で本ガイドブックの電子版や、支援施策の最新

情報をご確認いただけるよう、県の商工労働施策のポータルサイト

を設置しております。http://www.pref.oita.jp/site/sme/ 

（「おおいた商工労働ポータル」で検索！） 

 

 本ガイドブックが、県内の中小企業・小規模事業者のみなさまの

飛躍・成長、あるいは地域を支える存在としての持続的発展の一助

となりましたなら幸いでございます 

 

平成３1 年３月 大分県商工労働部 
 



実施者 事業名 募集期間 ページ

県 経営革新加速化支援事業費補助金 ２０１９年４月上旬 
５月中旬 1

県 中小企業等経営強化法に基づく経営革新計
画承認制度 随時 1

県 地域牽引企業創出事業費補助金 ２０１９年４月上旬 
７月下旬 2

県 大分発ニュービジネス発掘・育成事業費補助金 ２０１９年７月上旬 
８月下旬 2

県 おおいたIoTプロジェクト推進事業 右記ページ参照 3

国 事業承継補助金 ２０１９年４月上旬 
予定 3

県 地域活力づくり総合補助金 随時 4~5

国 ＩＴ導入補助金（サービス等生産性向上IT
導入支援事業）

２０１９年５月 （予
定） 6

国 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業
（補助金）

２０１９年５月８日
（水） 7

国 小規模事業者持続化補助金 未定 8

国 軽減税率対策補助金 右記ページ参照 9~10

国 中小企業組合等課題対応支援事業(旧 中
小企業活路開拓調査・実現化事業) 右記ページ参照 11

大分市 大分市中小企業見本市等出展事業補助金 ２０２０年1月末日 12

大分市 知的財産権取得促進事業補助金 随時 12

大分市 大分市小規模事業者競争力強化支援事業補
助金

2019年4月1日
 12月27日 13

大分市 大分市海外販路拡大サポート補助金 ２０２０年1月末日（予算
額に達した場合は終了） 14

大分市 大分市越境ＥＣ出店サポート補助金 ２０２０年1月末日（予算
額に達した場合は終了） 14

臼杵市 臼杵市ブランド開発支援事業補助金 ２０１９年4月（予
定） 15

宇佐市 宇佐市小規模事業者持続化補助金 国の持続化補助金の実
績報告時に市に申請 16

豊後
大野市

豊後大野市小規模事業者経営改善資金利子
補給補助金 毎年１２月末まで 17

国東市 国東市中小企業振興設備融資利子補給金 随時 18

日出町 日出町小規模事業者経営改善資金利子補給
補助金

2019年4月1日 2020
年3月31日 19

小規模事業者のチラシ作成やソフトウェアの導入などに対し補
助します

大分市内の小規模事業者の多言語表記看板やキャッシュレス
対応機器導入などに対し補助します

大分市内の中小企業の海外販路開拓を応援します（越境
ＥＣ出店サポート）

大分市内の中小企業の海外販路開拓を応援します（海外
販路拡大サポート）

中小企業連携グループによる課題解決の取組へ補助します

国東市内で設備投資をした事業主に対し借入金利息の一部
を補助をします

経営革新に取り組む中小企業の販路開拓等に対し補助しま
す

地域をリードする中小企業に対し最大5,000万円を補助しま
す
優れたビジネスプランを持つ中小企業者へ2,000万円を補助
します

マル経資金の融資を受けた豊後大野市内の小規模事業者に
対し利子補給補助金を交付します

大分市内の中小企業の展示会出展経費を補助します

大分市内の中小企業の知的財産権の出願に関する経費を
補助します

IoTやAIで、暮らしや仕事の困りごとを解決する取組を補助し
ます

も　    く　    じ
補助金

事業承継を行う中小企業の経営革新や事業転換等に対し
補助します

予約管理からネット販売、会計事務まで様々なＩＴツール導
入に対し補助します

生産性向上のための設備投資を補助します

小売事業者等に対するレジの導入・システム改修等に対し補
助します

小規模事業者持続化補助金の交付決定者の自己負担額に
対し補助します

マル経融資を受けた日出町内の小規模事業者に対し利子補
給補助金を交付します

経営力向上につながる経営計画づくりを支援します

地域の活力づくりの取組を支援します

臼杵市の農林水産物等の地域資源を活用したブランド品開
発を支援します

企業全般

エリア
限定



実施者 事業名 募集期間 ページ

県 創業・新事業創出事業補助金 ２０１９年５月下旬 
７月上旬予定 20

県 湯けむりアクセラレーションプログラム ２０１９年６月上旬 
７月上旬予定 21

大分市 大分市創業者応援事業補助金 随時 22

別府市 別府市創業支援事業補助金 ２０１９年５月７日 ２０
１９年６月２８日（予定） 23

中津市 中山間地域創業支援事業補助金 ２０２０年3月31日（ただし予
算額を超えた時点で受付終了） 24

臼杵市 臼杵市創業支援事業補助金 随時 25

臼杵市 臼杵市移住者店舗等開設支援事業 随時 25

津久見
市

津久見市創業支援事業補助金 随時 26

豊後
高田市

起業チャレンジウェルカム支援事業補助金 随時 27

豊後
高田市

起業チャレンジ若者支援事業補助金 随時 28

豊後
高田市

移住者個人創業支援事業補助金 随時 29

杵築市 杵築市新規創業・開業チャレンジ補助金 随時 30

国東市 国東市創業・起業支援公募補助金 ２０１９年4月 6月
（予定） 31

宇佐市 宇佐市創業・起業支援事業補助金 未定 32

由布市 由布市創業支援事業補助金 未定 33

日出町 日出町創業支援事業助成金 創業後、最初に迎える決
算月から３ヶ月以内 34

玖珠町 玖珠町創業支援事業補助金 ２０１９年５月初旬 
６月下旬頃　予定 34

九重町 九重町起業支援事業補助金 随時 35

九重町 九重町あとつぎ促進奨励金事業 随時 35

県 産業立地促進補助金 随時 36

県 大分県流通業務団地立地促進補助金 操業から１年以内の申請 37

県 大分県臨海工業地帯立地促進補助金 操業から１年以内の申請 37

市町村 38~39

大分県創業支援指定施設に入居する創業者に対し補助しま
す

企業誘致に関する各市町村の優遇制度

大分市内での創業時に必要な初期費用を補助します

移住者・移住予定者の臼杵市内での起業へ補助します

杵築市内での創業・開業に対し補助します

由布市内での創業時に必要な初期費用を補助します

企業誘致

臼杵市内での創業時に必要な初期費用を補助します

九重町での後継者を応援します

製造業を営む誘致企業の設備投資に対して補助します

大分流通業務団地の用地を取得する企業に対し補助します

大分臨海工業地帯６号地（Ｃ－２地区）に進出する製造
業企業に対し補助します

移住者・移住予定者の豊後高田市内での起業へ補助します

日出町内での創業・開業に対し補助します

九重町での創業・開業に対し補助します

宇佐市内で新規に創業・起業する方へ補助します

別府市内で創業される方に対し補助します

中津市内の中山間地域で創業する移住・定住者に対し補助
します

豊後高田市内で新たに起業する若者に対し補助します

県外からの移住者が豊後高田市内で新たに起業する場合の
経費を補助します

創業

津久見市内で創業される方に対し補助します

国東市内で創業・起業を考えている個人・法人へ補助します

玖珠町内で新規に創業・起業する方へ補助します

成長志向の挑戦する事業者に対し補助と総合支援を行いま
す

エリア
限定



実施者 事業名 募集期間 ページ

県 中小企業旗艦製品創出支援事業 年2回程度募集 40

県 ドロ－ン産業振興事業 ２０１９年４月頃 40

県 「こだわり食品フェア」出展支援事業費補助金 2019年４月下旬頃 
５月頃（予定） 41

県 大分県産加工食品海外販路開拓支援事業費
補助金

２０１９年４月 翌年
１月末予定 42

県 マーケットインに基づいた商品改良支援事業 ２０１９年４月 翌年
１月３１日 43

県 ものづくり・サービス業連携技術開発支援事業
（補助金） ２０１９年５月頃 43

県 大分県ＬＳＩクラスターグローバルニッチトップ推
進事業費補助金 ２０１９年４月頃 44

県 現場ニーズ試作品開発補助金 随時 45

県 国際規格等認証取得支援補助金 随時 45

県 おおいた産医療関連機器導入推進補助金 随時 46

県 医工連携研究開発推進補助金 2019年５月 ６月 46

国 戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン
事業）

２０１９年１ ４月下
旬（予定） 47

国 新連携事業・地域資源活用事業・農商工連携
事業 随時 48

大分市 大分市中小製造業設備投資補助事業 右記ページ参照 49

大分市 環境配慮型設備投資利子補給金 随時 50

臼杵市 臼杵市ものづくり産業促進事業補助金 ２０１９年５月７日 
５月３１日（予定） 51

宇佐市 宇佐市農林畜水産物・加工品海外販路開拓
事業支援補助金

２０１９年４月１日 
１２月３１日 51

九重町 町内に住所を有する個人又は町内に事業所を
有する法人 随時 52

実施者 事業名 募集期間 ページ

県 大分県エネルギー産業企業会エコエネルギーチャ
レンジ支援事業費補助金

4月中旬 5月中旬、補助事
業募集5月中旬 6月中旬 53

国 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金 未定 53

国 省エネルギー性能の優れた建設機械の導入に
対する補助事業 未定 53

国 燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導
入支援事業費補助金 未定 54

国 クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補
助金 未定 54

国 燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ス
テーション整備事業費補助金 未定 54

国 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
（再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業）

未定 55

国 地域の特性を活かした地産地消型エネルギーシ
ステムの構築支援事業費補助金 未定 55

県 大分県循環型環境産業創出事業費補助金 ２０１９年４月 ５月
（予定） 56

企業の顔となり得る商品の開発や販路開拓等を支援します

ものづくり企業の研究開発 販路開拓を最大3年間　支援し
ます

大分市内の中小製造業の設備投資へ補助します

大分市内の環境にやさしい中小企業の経営を応援します

クリーンエネルギー自動車の導入へ補助します

ドローン関連機器及びソフト・サービスの研究開発に対し補助
します

医療関連機器に関する国際規格の取得を補助します

県産加工食品海外販路開拓へ向けた取組に対し補助します

大規模食品展示会「こだわり食品フェア」への出展に対し補助
します

サービス事業者と連携したものづくりに対し補助します

エネルギー関連機器の開発や販路開拓に対し補助します

電気代や燃料代を節約したい企業の設備更新へ補助します

製造業

商談会等におけるバイヤーの助言等に基づいた商品改良を支
援します

(半導体)自社の強みをいかした新分野進出のための開発事
業へ補助します
医療・介護福祉現場の抱える課題を解決する試作品開発を
補助します

臼杵市内の中小企業者の設備投資へ補助します

省エネルギー性能の優れた建設機械の導入に対し補助します

県内の医療機関・福祉施設等の県産新医療・福祉機器の導
入を支援します

九重町特産品・加工品開発支援事業補助金

環境エネルギー

宇佐市の農林畜水産物・加工品の海外展開・販売促進活
動へ補助します

地産地消型エネルギーシステム構築を支援します

廃棄物の再資源化等の事業に必要な設備等の導入費用を
補助します

水素ステーションの設置へ補助します

再生可能エネルギーの設備導入へ補助します

補助金獲得につながる企業間連携の計画づくりを支援します

エネファーム等の設置へ補助します

医療・看護・介護・福祉機器の研究開発に対して補助します

エリア
限定
エリア
限定



実施者 事業名 募集期間 ページ

県 観光体験サービス開発支援事業費補助金 ２０１９年４月２６日
 ６月２８日 57

県 宿泊施設受入環境整備支援事業費補助金 ２０１９年４月２６日
 ６月２８日 57

県 Ｗｅｂページ改善実践支援事業費補助金 ２０１９年４月中旬 
5月下旬 58

県 域外消費型商店街等支援事業 ２０１９年４月１日 
（※先着順） 59

国 地域まちなか活性化・魅力創出支援事業（中
心市街地活性化支援事業） HPにて随時公表 60

国 商店街活性化・観光消費創出事業 右記ページ参照 61

国 キャッシュレス・消費者還元事業 右記ページ参照 62

大分市 大分市中心市街地商都復活支援事業補助金 ２０１９年４月１日 
２０２０年３月３１日 63

別府市 別府市中小企業者キャッシュレス機器導入等
補助金

２０１９年４月１日 
２０２０年３月末日 64

別府市 別府市温泉コンシェルジュ人材育成支援事業
補助金

２０１９年４月１日 
受講生募集終了まで 65

中津市 中津市商店街空き店舗活用事業補助金 随時 66

中津市 小規模事業者キャッシュレス決済端末導入補
助金 随時 67

日田市 まちなかリノベーション推進事業補助金 ２０１９年4月１日 
２０１９年2月末日 68

臼杵市 臼杵市小規模企業者新規展開事業補助金 ２０１９年５月７日 
５月３１日（予定） 69

臼杵市 臼杵市空き店舗等活用促進事業補助金 随時 69

豊後
高田市

豊後高田市活力アップ戦略的商店街活性化
総合支援事業補助金 随時 70

宇佐市 宇佐市街なみ環境整備地区空き家空き店舗
対策事業補助金

２０１９年４月１日 2月末日
（予算額に達した場合は終了） 71

宇佐市 宇佐市周辺地域コンビニエンスストア設立補助
金

２０１９年４月１日 
予算額に達するまで 72

日出町 日出町中心商店街空き店舗活用事業補助金 随時 73

県 認定職業訓練校助成事業費補助金 厚生労働省の交付申請
スケジュールによる 74

大分市 中小企業人材育成支援事業補助金 随時（募集は先着順とし、予
算額に達し次第、受付終了） 75

大分市 中小企業自主研修応援事業補助金 随時（募集は先着順とし、予
算額に達し次第、受付終了） 76

中津市 中津市勤労者資格取得支援事業補助金 2020年3月31日（ただし予算額
を超えた時点で受付終了） 77

日田市 建設産業若手技能後継者育成事業補助金 ２０１９年４月1日（月） ５
月３１日（金） 77

自店舗でキャッシュレス決済を始めたい方へ補助します

集客力の高いＷｅｂページづくりを支援します

中心市街地活性化の取組を支援します

商店街の活性化の取組を支援します

社員向け研修を企画する大分市内の中小企業へ補助します

日田市内まちなかのリノベーションを支援します

臼杵市内の中小企業者の設備投資へ補助します

「昭和のまち」の景観再生の取組へ補助します

宇佐市街なみ環境整備促進区域内に出店する店舗の家賃
を補助します
宇佐市の周辺地域で新規にコンビニエンスストアを開業される
方へ補助します
日出町中心商店街の空き店舗に出店する方へ改装費等を補
助します

人材育成

技能検定の受験手数料を補助します　 中津市 

知事の認定を受けた職業訓練の運営費に対し補助します

社員に研修を受講させる大分市内の中小企業へ補助します

大分市中心市街地への出店・イベント活動等に対し補助しま
す

中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント
還元等を支援します

中津市の中心市街地商店街の空き店舗を活用したい方へ補
助します 

若手技能後継者を職業訓練施設で育成する日田市内の建
設事業主へ補助します

社員に溝部学園短期大学食物栄養科の温泉コンシェルジュ
コースを受講させる観光業を営んでいる企業へ補助します

キャッシュレス導入を検討している中小企業の方へ補助します

宿泊施設と連携した観光体験サービスの創出・磨き上げを支
援します

臼杵市内の空き店舗等を活用する方に対して補助します

国内外の観光客をターゲットにした外需獲得型の商店街等を
支援します

商業・サービス業

魅力のある宿泊施設づくりを支援します

エリア
限定

エリア
限定



実施者 事業名 募集期間 ページ

県 UIJターン希望者面接・県内企業インターンシッ
プ支援補助金

面接・インターンシップ実施後 
当該年度の３月１５日まで 78

国 雇用調整助成金 随時 79

国 労働移動支援助成金 随時 79

国 人材確保等支援助成金 随時 80

日田市 求職者資格取得支援事業助成金 随時 81

日田市 伝統技能後継者雇用支援事業助成金 随時 81

国 キャリアアップ助成金 随時 82

国 人材開発支援助成金 随時 83

国 業務改善助成金 未定 84

国 時間外労働等改善助成金 未定 85

国 両立支援等助成金 随時 86

国 ６５歳超雇用推進助成金 随時 87

国 特定求職者雇用開発助成金 随時 88

国 障害者雇用安定助成金 随時 89

大分市 大分市中小企業退職金共済掛金補助制度
初年度12ヶ月目を納付し終えた日
から３ヶ月が経過した日の属する月
の末日まで

90

日田市 育児休業制度推進事業助成金 随時 91

日田市 ワークライフバランスセミナー開催事業助成金 随時 91

豊後高
田市

豊後高田市で働こう 奨学金返済支援事業
補助金

2020年１月上旬から同
年２月末頃 92

宇佐市 宇佐市子育て応援企業助成金 随時 93

宇佐市 宇佐市高校生等地元就職応援事業補助金 高等学校等を卒業した翌
年度末まで 94

宇佐市 宇佐市ＵＩターン者奨学金返還支援事業補
助金

２０２０年１月上旬 
２月下旬 95

玖珠町 玖珠町中小企業等人材育成事業補助金 随時 96

県外から県内企業に面接、インターンシップに来る際の旅費を
補助します

一時的に社員を休業させる事業所に対し補助します

退職金制度を設ける大分市内の中小企業へ補助します

宇佐市の子育てと仕事の両立支援に取り組む企業へ補助し
ます

就職を目的に宇佐市に移住した方を対象に奨学金返還金の
補助金を交付します

就業規則を作成する日田市内の中小企業へ補助します

宇佐市の高校生の就職に役立つ資格の受験料を補助します

社員向けワークライフバランスセミナーを開催する日田市内の中
小企業へ補助します

玖珠町の次世代を担う人材の育成等を補助します

職業能力開発を促進するため職業訓練などを実施した場合に
対し助成します

若手技能後継者を雇用した日田市内の事業主を対象に助
成金を交付します

障がい者等の職場適応・職場定着を図る事業主に対し助成
します

生産性向上等を通じ最低賃金を引き上げた事業主に対して
助成します

長時間労働の是正に取り組む事業主に対して助成します

仕事と家庭の両立支援や女性の活躍推進に取り組む事業主
に対し助成します

日田市内の求職者を対象に技能講習の受講に係る経費を助
成します

豊後高田市内で頑張って働きながら奨学金を返済している方
へ補助金を交付します

待遇改善

魅力ある職場づくりのために労働環境の向上を図る事業主に
対し助成します

人材確保

定年を引き上げる企業に対し補助します

高年齢者や障がい者を雇用した事業所に対し補助します

パート、契約社員、派遣社員のキャリアアップを促進する取組
に対し助成します

離職を余儀なくされた労働者の再就職を支援する事業主に対
し補助します

エリア
限定

エリア
限定



実施者 事業名 募集期間 ページ

県 中小企業金融対策事業 随時 97~99

県 過疎地域等企業立地特別資金 随時 100

県 インテリジェントタウン企業立地促進資金 随時 101

国 地域未来投資促進法又は地域再生法に基づく
日本政策金融公庫の低利融資 随時 101

国 事業承継に係る金融支援制度の認定 随時 102

国 小規模事業者経営改善資金〔マル経融資〕 随時 103

大分市 中小企業者向け融資（小規模企業者事業資金・
中小企業者事業資金・季節資金） 随時 104

大分市 中小企業者向け融資（開業資金） 随時 105

大分市 中小企業者向け融資（環境保全資金） 随時 105

別府市 中小企業振興資金貸付金 随時 106

別府市 中小企業開業資金 随時 107

別府市 公害防止設備改善資金 随時 107

中津市 中津市創業資金融資制度 随時 108

日田市 日田市中小企業振興資金融資制度 随時 109

日田市 日田市中小企業振興資金融資制度（季節資
金） 随時 109

日田市 日田市中小企業振興資金融資制度（開業資
金） 随時 110

日田市 日田市中小企業振興資金融資制度（女性若
者起業支援資金） 随時 110

佐伯市 中小企業振興資金貸付金 随時 111

臼杵市 臼杵市中小企業振興資金融資 随時 112

臼杵市 臼杵市創業支援振興資金融資 随時 112

津久見
市

津久見市中小企業振興資金融資 随時 113

豊後
高田市

豊後高田市中小企業事業資金融資 随時 114

杵築市 杵築市中小企業振興資金融資 随時 115

豊後
大野市

豊後大野市中小企業振興資金融資制度 随時 116

玖珠町 玖珠町創業資金融資制度 随時 117

玖珠町 ふるさと融資（玖珠町地域総合整備資金貸
付） 随時 117

県 産業振興条例等に基づく優遇措置 随時 118

国 生産性向上特別措置法案に基づく固定資産
税減免制度 随時 119

県 事業承継税制の認定 右記ページ参照 120

国 再生可能エネルギーの固定価格買取制度 随時 121再生可能エネルギー電気を買い取ります

佐伯市内の中小企業の資金需要に応えます

臼杵市の創業者の設備・運転資金に対して融資します

豊後高田市の中小企業者の育成及び振興を目的とした融資
制度です

中津市内で創業する人へ融資します

日田市の中小企業の設備資金・運転資金を融資します

日田市の中小企業の運転資金（季節資金）を融資します

日田市内での開業資金を融資します

日田市内での女性及び若者等の起業を応援します

低利融資を受けたい会社の後継者についての認定を行います

新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロになります

優遇税制を受けたい会社の後継者についての認定を行います

設備投資を行う事業者に対して税制の優遇を行います

税制優遇・その他

豊後大野市の中小企業者の経営合理化資金や創業資金に
対して融資します

融資の面から大分市内の中小企業の経営を応援します

大分市内での開業資金を融資します

環境にやさしい経営を行う大分市内の中小企業へ融資します

小規模事業者の資金調達を支援します

経営に必要となる様々な資金を融資します

過疎地域に事業所を新設する企業に対して融資します

インテリジェントタウン内に事業所を新設する企業に対して融資
します

計画に基づき設備投資を行う中小企業に対して融資します

杵築市内の中小企業の振興を目的とした融資制度です

臼杵市の中小企業者の設備・運転資金に対して融資します

融資

玖珠町内での創業資金を融資します

玖珠町による無利子の融資制度です

津久見市の中小企業者の設備・運転資金に対して融資しま
す

公害防止にかかる事業向けの融資制度です

別府市内の中小企業向けの融資制度です

別府市内での開業資金を支援する融資制度です

エリア
限定



補助金 経営革新加速化支援事業費補助金

対象者 中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認を受けた者

対象事業

＜一般枠＞・・・以下の事業に係るソフト経費
・販路開拓事業（展示会出展、広告宣伝等）
・商品等改良事業（デザイン変更等）
・生産性向上事業（工程改善への専門家活用等）
・シェアリングエコノミー推進事業（ホームページ作成等）
＜小規模事業者枠＞・・・上記事業に係るソフト経費及び機械装置等
購入費

補助率 ＜一般枠＞１／２以内　＜小規模事業者枠＞２／３以内

補助上限額等
＜一般枠＞・・・・・・・上限額：１５０万円
＜小規模事業者枠＞・・・上限額：１００万円

採択予定件数 ３０件程度（予定）

申込期間 2019年４月上旬～５月中旬

申込方法 経営革新計画の承認を受けている者に対し補助事業計画書等の様式を送付

申込先
問合せ先

〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号
大分県商工労働部経営創造・金融課経営革新班(県庁舎本館7階)
TEL097－506－3223　FAX097－506－1882

補助金（計画） 中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画承認制度

対象者 中小企業者

内容

新商品の開発や新サービスの提供等の新たな事業活動に取り組むこと
により、経営を相当程度向上させる「経営革新計画」を県が承認する
制度です。
承認した経営革新計画を推進するための資金調達や販路開拓等を支援
しています。

メリット
・経営革新加速化支援事業費補助金
　展示会出展や広報事業等の販路開拓などへの補助金
・日本政策金融公庫や県制度資金による低利融資制度　　等

申込期間 随時

申込方法
経営革新計画作成に当たっては、（公財）大分県産業創造機構や最寄
りの商工会・商工会議所等が支援を行っていますので、ご相談くださ
い。

申込先
問合せ先

〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号
大分県商工労働部経営創造・金融課経営革新班(県庁舎本館7階)
TEL097－506－3223　FAX097－506－1882

経営革新に取り組む中小企業の販路開拓等に対し補助します

経営力向上につながる計画づくりを支援します
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補助金 地域牽引企業創出事業費補助金

対象者 地域牽引企業創出事業中期経営計画の認定を受けた中小企業者

対象事業

優れた経営基盤を活かし、５年以内に雇用人数３０人以上又は付加価
値額１億円以上増加させる認定中期経営計画の推進を支援
・組織力強化事業（高度人材確保、組織活性化）
・競争力強化事業（商品・サービス力強化、市場環境調査等）
・機械等設備導入事業（生産性や品質等の向上に係る機械装置等。建
物は除く。）

補助率 １／２以内（ただし、組織力強化事業は２／３以内）

補助上限額等
上限額：５，０００万円（３６ヶ月間合計）
（ただし、機械等設備導入事業の限度額２，５００万円）

採択予定件数 ５企業以内

申込期間 募集　2019年４月上旬～７月下旬

申込方法
書類及びプレゼンテーション審査の結果を踏まえ中期経営計画を認定
し、その後補助金の申請を受け付けます。

申込先
問合せ先

〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号
大分県商工労働部経営創造・金融課経営革新班(県庁舎本館7階)
TEL097－506－3223　FAX097－506－1882

補助金 大分発ニュービジネス発掘・育成事業費補助金

対象者 創業10年未満の中小企業者もしくは新分野進出を目指す中小企業者

対象事業

【大分県ビジネスプラングランプリ】
独創的なアイデア等を活用して、新商品・新サービスの研究開発及び
その事業化を行うもので、次のいずれにも該当する事業
・新規性や競合商品との差別化要素があり、成長性が見込まれるもの
・申請プランの事業が初期段階であるもの
・財政的支援の必要性が認められるもの

補助率 １０／１０以内

補助上限額等 総額2,000万円

採択予定件数 3～6者程度

申込期間 募集　2019年７月上旬～８月下旬予定

申込方法
申請書及び添付書類の提出による申込
書類書類及びプレゼンテーションの結果を踏まえ補助対象者を決定

申込先
問合せ先

〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号
大分県商工労働部 経営創造・金融課 経営創造班(県庁舎本館7階)
TEL097－506－3232　FAX097－506－1882

地域をリードする中小企業に対し最大5,000万円を補助します

優れたビジネスプランを持つ中小企業者へ2,000万円を補助します
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補助金 おおいたIoTプロジェクト推進事業

対象者
県内中小企業等を含むコンソーシアム（単独企業ではなく複数の企業等
でタッグを組んでもらいます）

対象事業

IoT、AI、ビッグデータ、ロボット、センサー等の技術を活用し、工
場、農場、病院、旅館ホテル、運送など、様々な現場の地域課題の解決
を目指すプロジェクトに対し、補助します。
※事前に大分県IoT推進ラボのプロジェクト認定を受けてもらう必要が
あります。

補助率 1/2

補助上限額等 1,000万円

採択予定件数 ３～５件程度

申込期間

IoT推進ラボのプロジェクト公募：2019年４月上旬～５月中旬（予
定）
補助事業の公募：2019年５月上旬～６月中旬（予定）
※公募開始時には下記サイトで詳細を公開します。
　http://www.pref.oita.jp/site/oita-iot-lab/

申込方法
プロジェクト認定：県が指定する様式等により下記申込先に提出。
補助事業：県が指定する様式等により下記申込先に提出。

申込先
問合せ先

〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号
大分県商工観光労働部情報政策課　ＩＴ戦略推進班（県庁舎本館７階）
TEL　097-506-2063　　FAX　097-506-1728

補助金 事業承継補助金

対象者
事業承継・事業再編・事業統合をきっかけに経営革新等に取り組む中小
企業

対象事業

①新商品の開発又は生産
②新サービスの開発又は提供
③商品の新たな生産又は販売方式の導入
④サービスの新たな提供の方式の導入
⑤その他の新たな事業活動（販路拡大や新市場開拓、生産性向上などの
事業活性化につながる取組であれば、上記の例示に限られない）

補助率 ２／３または１／２以内（事業規模によって異なります）

補助上限額等

①事業承継を機に経営革新・事業転換する中小企業
   補助上限最大：５００万円
②M＆A等の手法により事業統合を行う中小企業
   補助上限最大：1,200万円

採択予定件数 ６００件

申込期間 ４月上旬開始予定

申込方法 下記にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

中小企業庁財務課
TEL　03-3501-5803
大分県商工労働部経営創造・金融課金融再生・支援班(県庁舎本館７階)
TEL　097-506-3226

IoTやAIで、暮らしや仕事の困りごとを解決する取組を補助します

事業承継を行う中小企業の経営革新や事業転換等に対し補助します

-3-



補助金 地域活力づくり総合補助金

対象者 個人、各種団体、法人、市町村（下記①は市町村は対象外）

対象事業

　地域活力づくり総合補助金とは、コミュニティビジネスの立ち上
げや地域おこしのイベント開催など、地域に活力をもたらす様々な
取組を応援する制度です。

　地域活力づくり総合補助金とあなたのアイディアで、地域の課題
解決や夢の実現にチャレンジしてみませんか？

（支援枠）
 ①チャレンジ支援枠
      地域資源等を活用した地域の活力づくりのため、本格的な事業
   実施前の調査研究や試行等を支援します。

②地域創生枠
      地域の様々な主体が行う地域の活力づくりにつながる取組を幅
   広く支援します。

補助率 別表のとおり

補助上限額等 別表のとおり

採択予定件数 －

申込期間 随時

申込方法
事業についての具体的なご相談については、各市町村を所管する下
記振興局地域振興部までお問い合わせください。

申込先
問合せ先

東部振興局　0978-72-0857
　　　　　　　　　（別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町）
中部振興局　097-506-5727
                                  　（大分市、臼杵市、津久見市、由布市）
南部振興局　0972-22-9073　（佐伯市）
豊肥振興局　0974-63-1291　（竹田市、豊後大野市）
西部振興局　0973-23-5739　（日田市、九重町、玖珠町）
北部振興局　0978-32-1373　（中津市、豊後高田市、宇佐市）

地域の活力づくりの取組を支援します
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（別　表）

区分 チャレンジ支援事業 地域創生事業

趣旨
地域資源等を活用した活力づくりのた
め、本格的な事業実施前の調査研究や試
行等を支援

地域の様々な主体の行う地域創生に資する地域
の活力づくりに向けた取組を支援

対象地域 県内全域 県内全域

市町村以外を事業主体とする取組

　　　　１／２以内（特認２／３以内）

市町村を事業主体とする取組

　　　　１／３以内等

２，０００千円 原則３０，０００千円

（限度額の範囲内で２年度にわたる助成
も可）

（限度額の範囲内で３年度にわたる助成も可）

※特認事業は、単年度につき５０，０００千円

事業主体 個人、各種団体、法人 個人、各種団体、法人、市町村

  地域の活力づくりに向け、次のいずれか
の取組を実施するにあたり、あらかじめ
行われる調査研究や試行等

  地域の活力づくりにつながる次のいずれかの
取組で、振興局長が認めるもの

1. 地域資源の活用や地域の課題解決に
つながるコミュニティビジネス及び一
次産業の振興につながるビジネス展開 

1. 地域資源の活用や地域の課題解決につなが
るコミュニティビジネス及び一次産業の振興
につながるビジネス展開

2. ＩＴやバイオテクノロジー等の先端
技術革新

2. 農業、林業、水産業、商業、工業等産業の
振興につながる取組

3. 地域の課題解決やコミュニティの醸
成

3. 地域間交流、人材育成、文化振興、イベン
ト開催等地域の活性化につながる取組

4. その他、チャレンジ精神を持って行
われる事業で、振興局長が認めるもの

4. 観光と地域づくりを一体として進めるツ－
リズムの振興につながる取組

5. 災害対応や風評被害対策など緊急性が高い
もの

6. その他、特に住民福祉の向上や地域活性化
につながると振興局長が認める取組

［特認対象事業］

　補助金額が３０，０００千円を超過する事業
で、旧町村部の雇用創出など波及効果が高い持
続可能な取組

対象経費
対象事業に要する経費で、人件費（経常
的なもの）、設備費、備品購入費及び用
地取得費等をのぞく経費。

対象事業に要する経費で、人件費などの事務
的・管理的経費及び用地取得費等をのぞく経
費。

振興局において審査・決定

〔特認事業は知事が承認（単年度の補助金交付
決定は振興局長）〕

補助率 ３／４以内

補助限度額

対象事業

採択方法 振興局において審査・決定
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補助金 ＩＴ導入補助金（サービス等生産性向上IT導入支援事業）

対象者
日本国内に本社及び事業所を有する中小企業者等
（建設業や製造業、飲食サービスや医療福祉、農林水産業等も対象）

対象事業

労働生産性を向上させる目標を織り込んだ計画を策定し、あらかじめ
認定されているIT導入支援事業者（下記ホームページに掲載）が登録
するITツール（ソフトウェア、サービス等）を導入する事業

【ITツールの例】　※ハードは対象外
予約管理ソフト、顧客管理ソフト、販売・在庫管理ソフト、POSレ
ジ用ソフト、現場業務報告ソフト、セルフオーダーシステムなど

※補助金ホームページ：https://www.it-hojo.jp
※IT導入支援事業者が国の補助金申請等の代理申請を行い、ITツール
の説明や導入・運用等のサポートを行う

補助率 1／2以内

補助上限額等
上限額：45０万円
下限額：40万円

採択予定件数 約７千件（全国）

申込期間
一次公募：2019年５月27日（月）～
二次公募：2019年7月中旬開始予定
※事業実施期間は交付決定から5ヶ月間

申込方法
事業計画書等（下記補助金ホームページからダウンロード可能）をIT
導入支援事業者経由で提出
https://www.it-hojo.jp

問合せ先
サービス等生産性向上IT導入支援事業　専用コールセンター
　0570-666-131　（IP電話等からは042-303-1505）
受付時間：9：30～17:30（土・日・祝日を除く）

予約管理からネット販売、会計事務まで様々なＩＴツール導入に対し補助します
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補助金 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（補助金）

対象者
中小企業・小規模事業者等
　（特定非営利活動法人を含む。共同申請可。）

対象事業

中小企業・小規模事業者等のが取組む設備投資（生産性向上に資する
革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を目的とす
る）に対し、その一部を補助します。
対象要件：
①認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行うこと。
②3～5年で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上
を達成できる計画であること。

補助率
補助上限額等

１. 般型
　概要：中小企業・小規模事業者等が行う革新的なサービス開発･試
作品開発･生産プロセスの改善に必要な設備投資を支援。
　・補助上限額：1,000万円 ※1)
　・補助率：1／2以内 ※2)
　・補助対象経費：機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、
　　　　　　　　　クラウド利用費
　・事業実施期間：～2019年12月27日(金)

２. 小規模型
　概要：小規模な額で行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産
プロセスの改善を支援（設備投資を伴わない試作開発等も支援）。
　・補助上限額：500万円 ※1)
　・補助率：1／2以内 ※2)
　・補助対象経費：機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、
　　　　　　　　　クラウド利用費、原材料費、外注加工費、
　　　　　　　　　委託費、知的財産権等関連経費
　・事業実施期間：～2019年11月29日(金)

　※1) 専門家を活用する場合は、補助上限額30万円増額可
　※2) 平成30(2018)年12月21日の閣議決定後に、生産性向上特
別措置法案に基づく先端設備等導 計画（本ガイドブックP119参
照）の申請･認定又は経営革新計画の申請･承認を受けた場合は、補助
率2/3以内

採択予定件数 未定

申込期間
　公募締切：2019年５月８日（水）〔消印有効〕
　（※ 電子申請締は、5月10日（金）１５時）

申込方法
　下記の窓口あて、指定の様式にて申請
　（※ 公募要領･申請書など参照URL ：
　　　　 https://www.chuokai-oita.or.jp/h30mono1/　）

申込先
問合せ先

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」申請窓口
大分県地域事務局（大分県中小企業団体中央会）
〒８７０-００２６
大分市金池町３丁目１番６４号 大分県中小企業会館４階
TEL：097-536-6331

生産性向上のための設備投資を補助します
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補助金 小規模事業者持続化補助金

対象者
小規模事業者
（常時使用する従業員が20人以下の法人・個人事業主。ただし、商
業、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)は５人以下。）

対象事業

経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら実施する
販路開拓等のための事業、または販路開拓等の取組とあわせて行う業
務効率化（生産性向上）のための事業。
※事業承継に向けた取り組み、生産性向上に向けた取り組みを実施す
る事業者等への重点的な支援あり（加点審査対象）

(1)販路開拓等の取組例
・新たな販促用チラシの作成、送付
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発、商品パッケージ（包装）のデザイン改良
　※製作する場合、事業期間中にサンプルとして使用した量に限る
・（買物弱者対策として）移動販売、出張販売に必要な車両の購入

(2)業務効率化（生産性向上）の取組
 ①「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
 ②「ＩＴ利活用」の取組事例イメージ
・新たに倉庫管理システムソフトウェアを購入し、配送業務を効率化
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化

※その他、詳細は公募要領等でご確認ください。（全国商工会連合
会、日本商工会議所小規模事業者持続化補助金事務局ホームページか
らダウンロード可能）

補助率 ２／３以内

補助上限額等
補助上限額： ５０万円
　　　　 　１００万円（賃上げ､買物弱者対策、海外展開）
　　　　　 ５００万円（複数の事業者が連携した共同事業）

採択予定件数 未定（毎年県内で約３００件程度が採択）

申込期間 未定（参考：昨年度　平成３０年３月9日（金）～5月18日（金））

申込方法
経営計画の作成や販路開拓等の実施の際、商工会・商工会議所の指
導・助言を受けられます。（会員・非会員問わず応募可能です。）
まずは、最寄りの商工会・商工会議所へ連絡してください。

申込先
問合せ先

■商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
　①最寄りの商工会
　②大分県商工会連合会
　　〒870-0026大分市金池町3-1-64（大分県中小企業会館5階）

■商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
　　最寄りの商工会議所

小規模事業者のチラシ作成やソフトウェアの導入などに対し補助します
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補助金 軽減税率対策補助金

対象者
要件を満たす中小企業支援法に規定する中小企業者、特定非営利活動
法人、社会福祉法人、消費生活協同組合、商工会・都道府県商工会連
合会、商工会議所、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

補助率 原則 ３／４

補助上限額等

【Ａ型】レジ・券売機１台(１システム)20万円(商品マスタの設定、
機器設
　　　　置が必要な場合
　　　　40万円）、１事業者につき200万円(複数台等の場合)
【B型】1000万円（小売事業者）、150万円（卸売事業者等）、
　　　  1000万円（受発注システムの改修・入替時）
【Ｃ型】１事業者あたり１５０万円以内

採択予定件数 －

小売事業者等に対するレジの導入・システム改修等に対し補助します

対象事業

【Ａ型】複数税率対応レジの導入等支援
Ａ－１型：レジ・導入型（複数税率対応の機能を有するPOS機能のな
いレジの導入費用を補助）
Ａ－２型：レジ・改修型（複数税率非対応のレジを、対応レジに改修
する場合の費用を補助）
Ａ－３型：モバイルＰＯＳレジシステム（複数税率に対応したレジ機
能サービスをタブレット、PC、スマートフォンの汎用端末と付属機
器を組み合わせて、レジとして利用する場合の導入費用を補助）
※サービス等生産性向上IT導入支援事業（ソフト・サービスの導入の
補助）との組み合わせで、ソフト・ハード両面でのIT導入支援が可能
Ａ－４型：ＰＯＳレジシステム（ＰＯＳレジシステムを複数税率に対
応するよう改修・導入する費用を補助）
Ａ－５型：券売機（券売機を区分記載請求書等保存方式に対応するよ
うに改修・導入する費用を補助）
Ａ－６型：商品マスタの設定（複数税率に対応するために商品マスタ
を設定する費用を補助）

【Ｂ型】受発注システムの改修等支援
Ｂ－１型：受発注システム・指定事業者改修型（システムベンダー等
に発注して、受発注システムを改修・入替する費用を補助）
Ｂ－２型：受発注システム・自己導入型（事業者自らパッケージ製
品・サービスを導入し受発注システムを改修する等の費用を補助）

【Ｃ型】請求書管理システムの改修等支援
Ｃ－１型：請求書管理システム・システム改修・導入型（請求書管理
システムを改修・導入する場合の費用を補助）
Ｃ－２型：請求書管理システム・ソフトウェア自己導入型（請求書管
理システムを自己導入する場合の費用を補助）
Ｃ－３型：請求書管理システム・事務機器改修・導入型（ハードウェ
アと一体化した請求書管理システム・事務機器を改修・導入した場合
の費用を補助）
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補助金 軽減税率対策補助金

小売事業者等に対するレジの導入・システム改修等に対し補助します

申込期間

○補助対象
　2019年９月3０日までに導入等が完了したもの
○申請期限
【Ａ型及・Ｂ－２型・Ｃ型】2019年１２月１６日（事後申請）
【Ｂ－１型】2019年６月２８日（2019年９月３０日までに事業完
了が前提）

申込方法

応募申請書等（WEBサイト（http://kzt-hojo.jp/）からダウンロー
ド可）を下記の事務局に提出
　〒１１５－８６９１
　赤羽郵便局私書箱４号
　軽減税率対策補助金事務局 申請係

申込先
問合せ先

軽減税率対策補助金事務局コールセンター
ＴＥＬ：０５７０－０８１－２２２
(IP電話等からの問い合わせ先：03-6627-1317）
※ 通話料がかかります。
電話受付時間：9：00～17：00（土・日・祝除く）
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補助金 中小企業組合等課題対応支援事業(旧：中小企業活路開拓調査・実現化事業)

対象者 中小企業組合、一般社団法人、共同出資組織、任意グループ等

対象事業

中小企業者単独では解決困難なテーマについて支援します。

(１)中小企業組合等活路開拓事業（展示会等出展・開催事業含む）
・中小企業組合等活路開拓事業：諸問題等の改善のため、各事業種類
(Ａ調査・研究、Ｂ試作・改造、Ｃ実験・実用化試験、Ｄ試供・求評、
Ｅビジョン作成、Ｆ成果普及講習会等開催)を適宜組合せて行う事業
・展示会等出展・開催事業（単独事業）：既存の製品及び技術等を持
ち寄って国内外の展示会等に出展又は開催する事業

(２)組合等情報ネットワークシステム等開発事業
・基本計画策定事業：情報ネットワークシステム等を構築する前提と
なる組合事業等の業務分析、計画立案、RFP（提案依頼書）策定等、
並びに組合員等に対する普及のためのプロジェクト
・情報システム構築事業：情報ネットワークシステムの構築や、メン
バー向け業務用アプリケーションシステムの開発、並びに組合員等に
対する普及のためのプロジェクト

(３)連合会（全国組合）等研修事業
組合等が行う、その傘下組合等の専従役職員又は構成員等を対象とし
た、活路開拓に資するための課題解決等の検討や、必要な知識及び業
種別専門知識等の付与を内容とする研修プロジェクト

補助率 ６／１０以内

補助上限額等

(１),(２) A型：（上限）20,000千円（下限）１,000千円
　　　   B型：（上限）11,588千円（下限）１,000千円
　　   　展示会等出展・開催：（上限）5,000千円
(３)　  （上限）2,１00千円
※A型は、補助金申請額がB型の補助上限額を超え、かつ、事業終了
後３年間以内に、売上高１０％以上増加またはコスト１０％以上削減
が見込まれる事業に限る。

採択予定件数 －

申込期間
一次募集：2019年４月１日（月）～５月７日（火）
二次募集：2019年５月８日（水）～７月１日（月）

申込方法
下記Webサイトの応募様式を作成のうえ、全国中小企業団体中央会へ
郵送。
(https://www.chuokai.or.jp/josei/kadai/kadaitaiou-index-v4.html)

申込先
問合せ先

■全国中小企業団体中央会
   振興部（一般活路/展示会/NW/連合会研修）係
　〒104-0033　東京都中央区新川1-26-19　全中・全味ビル
　TEL 03-3523-4905
■大分県中小企業団体中央会
　〒870-0026　大分市金池町3-1-64　大分県中小企業会館４階
　TEL 097-536-6331

中小企業連携グループによる課題解決の取組へ補助します

-11-



補助金 大分市中小企業見本市等出展事業補助金

対象者 大分市内に事業所を有する中小企業（個人企業を含む）

対象事業

受注の機会を目的とした、国や自治体が主催・共催・後援する見本
市、展示会等に出展する費用の一部を補助する。
※小売りを主目的にしたもの、一般に公開されていないものは対象に
なりません。
※国、県等で同様の内容の補助金等を受ける場合はその項目を除く。

見本市・展示会
対象開催期間

2019年5月1日～2020年3月末日

補助率 補助対象経費の１/２

補助上限額等 ５０万円

採択予定件数 予算の範囲内で選考会の審査により採択

申込期間 2020年1月末日まで

申込方法 出展の2ヶ月前までに所定の申請書類を提出

申込先
問合せ先

大分市商工労働観光部商工労政課　工業振興担当班（市役所本庁舎９
階）
〒870-8504　大分市荷揚町２番31号
ＴＥＬ：097-585-6011　FAX：097-533-9077
E-mail：kougyou@city.oita.oita.jp

補助金 知的財産権取得促進事業補助金

対象者

次の要件を満たす中小企業(個人事業主を含む）
①大分市内に本社又は主たる事業所を有すること
②大分市内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること
③市税に滞納がないこと

対象事業 国内の特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願を行う事業

補助率 1/2

補助上限額等

①補助上限額：特許権・実用新案権は２０万円、意匠権・商標権は１
０万円※１企業につき年度内５０万円に達するまで複数回申請可
②補助対象経費：出願料、弁理士に対する報酬、電子化手数料、登録
料（3年分、実用新案権のみ）

採択予定件数 ４０社

申込期間

随時
※申請期限は、次のいずれか早い日まで
　①出願番号通知が発送された日から90日以内
　②出願番号通知が発送された日の属する年度の末日

申込方法

交付申請書等（以下のＷＥＢサイトからダウンロード可）を下記の申
込先に提出
http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/146716035169
1/index.html

申込先
問合せ先

大分市商工労働観光部創業経営支援課　経営金融担当班（市役所本庁
舎９階）
〒870-8504　大分市荷揚町2番31号
TEL：097-585-6029       FAX：097-533-6117
E-mail：keikin@city.oita.oita.jp

大分市内の中小企業の展示会出展経費を補助します 

大分市内の中小企業の知的財産権の出願に関する経費を補助します
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補助金 大分市小規模事業者競争力強化支援事業補助金

対象者
大分市内に事業所を１年以上有する小規模事業者
（常時使用する従業員が20人以下の法人・個人事業主。ただし、卸
売業、小売業、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)は５人以下。）

対象事業

小規模事業者が行う、創意工夫を凝らした地道な販路開拓や業務効率
化の取組
(1)販路開拓等の取組
・商品パッケージのデザイン改良
・ネット販売システムの導入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・キャッシュレス対応機器の導入
・外国人対応のための多言語表記看板・メニューの作成　など
(2)業務効率化の取組
・労務管理システムの導入による人事、給与管理業務の効率化
・ＰＯＳレジソフトウエアの導入による売上管理業務の効率化 など

補助率 ２／３以内

補助上限額等 補助上限額： ３０万円

採択予定件数 １３５件

申込期間
２０１９年４月1日～２０１９年１２月２７日
※応募は先着順とし、予算額に達し次第受付を終了します。
※対象事業は選考委員会にて決定します。

申込方法 交付申請書等を下記の申込先に提出

申込先
問合せ先

大分市商工労働観光部商工労政課　商業にぎわい担当班（市役所本庁
舎９階）
〒870-8504　大分市荷揚町２番31号
ＴＥＬ：097-537-5959　FAX：097-533-9077
E-mail：shougyou@city.oita.oita.jp

大分市内の小規模事業者の多言語表記看板作成や
キャッシュレス対応機器導入などに対し補助します
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補助金 大分市海外販路拡大サポート補助金

対象者

次の（１）から（３）までを全て満たす方
（１）大分市内に事業所を有する中小企業（個人企業を含む）。
（２）大分市に税の滞納がないこと
（３）市内で引き続き１年以上同一事業を営んでいること。

対象事業 補助対象者が海外販路の拡大を行うための事業

補助率 １／２

補助上限額等

①海外商談会等出展サポート（３０万円）
②渡航費サポート（1０万円）
③通訳・翻訳サポート（１０万円）
④海外展開市場調査サポート（２０万円）
⑤バイヤー招へいサポート（１０万円）

採択予定件数 －
申込期間 ２０１９年４月～２０２０年１月末（予算額に達し次第受付終了）

申込方法
指定申請書を、事業開始前に提出
（詳細は、下記までお問い合わせください。）

申込先
問合せ先

大分市商工労働観光部創業経営支援課　企業立地創業担当班（市役
所本庁舎９階）
〒870-8504　大分市荷揚町2番31号
TEL：097-537-7014       FAX：097-533-6117
E-mail：kisou@city.oita.oita.jp

補助金 大分市越境ＥＣ出店サポート補助金

対象者

次の（１）から（３）までを全て満たす方
（１）大分市内に事業所を有する中小企業（個人企業を含む）。
（２）大分市に税の滞納がないこと
（３）市内で引き続き１年以上同一事業を営んでいること。

対象事業
補助対象者が新たに越境ＥＣに出店し、又は越境ＥＣの構築を行う
事業

補助率 １／２

補助上限額等

①補助上限額：８０万円
②補助対象経費：（１）出店初期費用
　　　　　　　　（２）コンテンツ制作費
　　　　　　　　（３）翻訳費
　　　　　　　　（４）プロモーション制作費
　　　　　　　　（５）使用料（上限６ヵ月分）

採択予定件数 －

申込期間 ２０１９年４月～２０２０年１月末（予算額に達し次第受付終了）

申込方法
指定申請書を、事業開始前に提出
（詳細は、下記までお問い合わせください。）

申込先
問合せ先

大分市商工労働観光部創業経営支援課　企業立地創業担当班（市役
所本庁舎９階）
〒870-8504　大分市荷揚町2番31号
TEL：097-537-7014       FAX：097-533-6117
E-mail：kisou@city.oita.oita.jp

海外販路開拓を応援します （海外販路拡大サポート）

海外販路開拓を応援します （越境ＥＣ出店サポート）
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補助金 臼杵市ブランド開発支援事業補助金

対象者 市内に住所を有し、農林水産加工等を行う組織又は食品加工業者など

対象事業

臼杵市の農林水産物等の地域資源を活用した安心安全で魅力ある特産
品の開発、加工、販売や販路拡大などの主体的な取り組みを支援しま
す。

①研究開発支援事業　新たな商品開発
臼杵市の農林水産物等の地域資源を活用し、新たな商品開発に繋げる
ための調査研究や試作品開発等の支援

②商品化促進支援事業
臼杵市の農林水産物等の地域資源を活用した新たな商品開発の支援

③販売力強化支援事業
臼杵市の農林水産物等の地域資源を活用した商品の販路を新たに県内
外に拡大する取組みを支援

④施設整備支援事業
臼杵市の農林水産物等の地域資源を活用した加工・販売施設の整備、
機械器具等の導入の支援

補助率 ①10/10以内　②1/2以内　③1/2以内（2/3以内）　④1/3以内

補助上限額等 ①20万円　②100万円　③100万円　④100万円

採択予定件数 －

申込期間 2019年4月～5月（予定）

申込方法 産業促進課臼杵ブランド推進室までお問い合わせください

申込先
問合せ先

〒８７5－8501
臼杵市大字臼杵72番1
臼杵市産業促進課臼杵ブランド推進室
0972-63-1111（内線1264）

臼杵市の農林水産物等の地域資源を活用したブランド品開発を支援します
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補助金 宇佐市小規模事業者持続化補助金

対象者

市内に住所及び事業所を有する小規模事業者で、日本商工会議所及び
全国商工会連合会が定める小規模事業者持続化補助金交付要綱（以下
「全国要綱」という。）に基づく小規模事業者持続化補助金の交付決
定を受けた事業者

対象事業

経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら実施する
販路開拓等のための事業や業務効率化（生産性向上）のための事業

(1)地道な販路開拓等の取組
・新たな販促用チラシの作成、送付
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発、商品パッケージ（包装）のデザイン改良
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含
む。)
・（買物弱者対策として）移動販売、出張販売に必要な車両の購入

(2)業務効率化（生産性向上）の取組
 ①「サービス提供等プロセスの改善」の取り組み事例
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
 ②「ＩＴ利活用」の取り組み事例
・新たに倉庫管理システムソフトウェアを購入し、配送業務を効率化
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化

補助率
全国要綱に基づく補助対象経費から全国要綱に基づき交付を受けるべ
き補助金の額を差し引いた額の2分の1

補助上限額等
補助上限額： １２５，０００円
　　　　 　　２５０，０００円（賃上げ､海外展開､買物弱者対策）

採択予定件数 －

申込期間 国の持続化補助金の実績報告時に市に申請

申込方法
交付申請書を記入の上、必要書類を添付し、市商工振興課まで提出し
てください。

申込先
問合せ先

〒８７９－０４９２
宇佐市大字上田１０３０－１
宇佐市　商工振興課　商工労政係
０９７８－２７-８１６６

小規模事業者持続化補助金の交付決定者の自己負担額に対し補助します
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補助金 豊後大野市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金

対象者

　豊後大野市商工会の推薦を受け、株式会社日本政策金融公庫（以
下「公庫」という。）による小規模事業者経営改善資金資金（以下
「マル経資金」）の融資を2019年1月1日から2021年12月31
日までの間に受けた者。
　豊後大野市内において6か月以上事業を営んでいる者。
　市税を完納している者。

対象事業

　小規模事業者の経営の安定と発展を図るため、公庫によるマル経
資金の融資を受けた小規模事業者に対し、借り入れた融資に係る償
還利子の一部について、予算の範囲内において利子補給補助金を交
付します。

補助率

　利子補給補助金の額は、毎年1月1日から当該年の12月31日ま
での間に公庫に支払ったマル経資金の融資に係る約定利息に1％を
乗じ、融資利率で除した額とします。ただし、約定利息が1％に満
たない場合は、その額とします。

補助上限額等 ─

採択予定件数 ─

申込期間 2019年12月末まで

申込方法 次の豊後大野市商工会にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

豊後大野市商工会
〒８７９－７１３１
豊後大野市三重町市場５３９番地
TEL０９７４－２２－１１９３　FAX０９７４－２２－５７５９

マル経資金の融資を受けた豊後大野市内の小規模事業者に対し利子補給補助金を交付します
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補助金 国東市中小企業振興設備融資利子補給金

対象者 指定金融機関から設備資金の融資を受けた者

対象事業
事業者が、設備の拡充・整備に必要な資金を金融機関から借り入
れた者に対し、その融資に係る利息の一部を補助する。

補助率 融資に係る利息のうち１％を超えない範囲での利息相当額

補助上限額等
融資額上限：１，０００万円（補助金相当額１０万円）
※融資期間は３年間を上限とする

採択予定件数 未定（申請件数による）

申込期間 随時

申込方法 国東市商工会を経由し、国東市へ交付申請書等を提出

申込先
問合せ先

国東市 活力創生課商工労政係
〒873-0503　国東市国東町鶴川149番地
ＴＥＬ ０９７８－７２－５１８３

国東市内で設備投資をした事業主に対し借入金利息の一部を補助をします
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補助金 日出町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金

対象者

○日出町商工会の推薦を受け、株式会社日本政策金融公庫（以下
「公庫」という。）による小規模事業者経営改善資金の融資（以下
「マル経融資」という。）を2018年4月1日から2023年3月31
日までの間に受けた者。
○過去にこの補助金を受けたことがない者。
○町税を完納している者。

対象事業

日出町中小企業振興基本条例の基本理念に基づき、小規模事業者の
経営面及び資金面に配慮するため、公庫からマル経融資を受けた小
規模事業者に対し、12ヶ月分の利子（融資額の1%程度）を補助
します。

補助金額

利子補給補助金の額は、補助対象期間内（約定利子の初回支払月か
ら12ヶ月）に公庫へ支払ったマル経融資に係る約定利子の総額に
1%を乗じ、融資利率で除した額。ただし、約定利子が1%に満た
ない場合はその額。※1,000円未満切捨。

補助上限額等 なし

採択予定件数 予算の範囲内

申請期間 2019年4月1日～2024年3月31日

申請方法 日出町商工会を経由して、日出町商工観光課へ提出

申込先
問合せ先

日出町商工観光課商工係　0977-73-3158

マル経融資を受けた日出町内の小規模事業者に対し利子補給補助金を交付します
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補助金 創業・新事業創出事業補助金

対象者 指定施設に入居中、もしくは入居予定の創業５年未満の者

対象事業
大分県創業支援指定施設に入居中、もしくは入居予定である創業5年
未満の事業者のうち、新規性、将来性、成長性、公益性などが認め
られる事業

補助率 １／２以内

補助上限額等 上限額：40万円

採択予定件数 3者程度

申込期間 募集　2019年５月下旬～７月上旬予定

申込方法
申請書及び添付書類の提出による申込
書類書類及びプレゼンテーションの結果を踏まえ補助対象者を決定

申込先
問合せ先

〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号
大分県商工労働部　経営創造・金融課　経営創造班(県庁舎本館7階)
TEL097－506－3232　FAX097－506－1882

大分県創業支援指定施設に入居する創業者に対し補助します
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補助金 湯けむりアクセラレーションプログラム

対象者 新たなチャレンジをしているベンチャー企業や中小企業

対象事業

（1）実現したいサービス、プロダクト又はアイディアを持ち、大分
県内にて事業を実施している（実施予定企業を含む）ベンチャー企
業・中小企業で、本プログラムに積極的に参加し、前向きに取り組む
ことのできる経営者の方。
（2）本プログラム実施期間（平成3１年7月から平成3２年3月中
旬）に、他機関の実施するアクセラレーションプログラムへ参加予定
のないベンチャー企業　　※事業分野の制約はありません。

補助率 １０／１０以内

補助上限額等 150万円以内

採択予定件数 ５者以内

申込期間 募集　2019年６月上旬～７月上旬

申込方法
申請書及び添付書類の提出による申込
書類書類及びプレゼンテーションの結果を踏まえ補助対象者を決定

申込先
問合せ先

（公財）大分県産業創造機構　おおいたスタートアップセンター
〒870-0037　大分市東春日町17番20号
　　　　　　　  大分第2ソフィアプラザビル5階
TEL 097-534-2755

大分県商工労働部経営創造・金融課経営創造班(県庁舎本館７階)
TEL 097-506-3232

成長志向の挑戦をしている事業者に助成金150万円＋総合支援を行います
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補助金 大分市創業者応援事業補助金

対象者

次のいずれかに該当する創業前又は創業後５年未満の中小企業者
①法人の場合、大分市内に本店を置いていること（予定含む）。
②個人事業主の場合、大分市内に主たる事業所を置き、かつ大分市
民であること（予定含む）。

対象事業
創業前又は創業後の事業規模拡大を行う事業で、事業活動を行うた
めの新たな事業所の開設（賃貸借契約によるもので、開設場所が大
分市内に限る。）を伴うもの。

補助率 １／２

補助上限額等

①補助上限額：２００万円
②補助対象経費：事業所賃借料（限度額６０万円）、事業所改修費
用（限度額１００万円）、法人登記等に係る経費（限度額５万
円）、販売促進に係る経費（限度額３５万円）

採択予定件数 ２４者程度

申込期間 随時

申込方法

大分市産業活性化プラザに事前相談のうえ、申請書類（以下のＷＥ
Ｂサイトからダウンロード可）を提出
http://www.city.oita.oita.jp/o155/shigotosangyo/kigyoshien
/sougyo_hojokin.html

申込先
問合せ先

大分市産業活性化プラザ
〒870-8504
大分市金池南一丁目5番1号（J:COMホルトホール大分2階）
TEL：097-576-8879　　FAX：097-544-3011
メールアドレス：plaza-event@horutohall.jp

大分市内での創業時に必要な初期費用を補助します
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補助金 別府市創業支援事業補助金

対象者
市内に住所を有する（予定含む）事業を営んでいない個人で新たに
事業を開始する人、及び2019年４月１日において創業後５年未満
の市内の中小企業者

対象事業

補助金交付の対象となる経費は、補助対象期間における創業に伴う
次に定める経費の合計額となります。
　（１）人件費
　（２）創業に必要な申請書類の作成に要する経費
　（３）事業所等借入費
　（４）事業所等の開設に伴う設備費
　（５）広報費
　（６）その他事業所等開設に係る経費

補助率 補助対象経費の２／３

補助上限額等 －

採択予定件数 －

申込期間 ２０１９年５月７日～２０１９年６月２８日（予定）

申込方法

別府市創業支援事業補助金交付申請書に必要書類を添えて下記申込
先に提出。

必要書類のうち、創業計画書については、特定創業支援等事業実施
機関に創業相談、経営指導を受け作成してください。

申込先
問合せ先

別府市経済産業部産業政策課　産業政策係　（市役所本庁舎４階）
〒874-8511　別府市上野口町1番15号
TEL：0977-21-1132　　FAX：0977-23-0552
E-mail：cin-te@city.beppu.lg.jp

別府市内で創業される方に対し補助します
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補助金 中山間地域創業支援事業補助金

対象者

中山間地域で創業する移住者又は定住者で、次に掲げる要件をすべ
て満たす方。
（１）中山間地域内に事務所を設置し、又は設置をしようとしてい
る者（大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第２条第
２項に規定する大規模小売店舗の敷地内にあるものを除く。）
（２）補助金の実績報告を提出する日の前日までに中山間地域に住
所を有する者
（３）創業計画に基づき事業を行う者
（４）市税の滞納がない者

対象事業

次のいずれかに該当する収益が生じる事業であって、中山間地域内
で創業し、３年以上継続することが見込まれるもの。
（１）中山間地域の課題を解決する事業
（２）中山間地域の住民の生活環境の向上に資する事業
（３）中山間地域の地域資源を活用し、地域振興に資する事業
（４）その他、中山間地域の振興及び活性化に寄与すると市長が認
める事業

対象経費

創業に要する下記の経費
・工事費： 事業所の新増築工事又は改築工事費、ケーブルネット
ワーク引込工事費及び屋内工事費
・設備費：備品購入費、設備費及び設備等運搬費、事業用車両購入
費
・役務費：不動産契約仲介手数料、登記手数料、広告宣伝費等

補助率 補助対象経費の２分の１以内

補助上限額等 1００万円（千円未満切り捨て）

採択予定件数 ３件

申込期間 2020年3月31日（ただし予算額を超えた時点で受付終了）

申込方法
申込様式（以下のWEBサイトからダウンロード可）を商工振興課ま
で提出
http://www.city-nakatsu.jp/infodoc/2017040600013/

申込先
問合せ先

中津市　商工農林水産部　商工振興課
〒871-8501　中津市豊田町14番地3
TEL：0979-22-1111　FAX：0979-24-4020

中津市内の中山間地域で創業する移住・定住者に対し補助します 
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補助金 臼杵市創業支援事業補助金

対象者

次のいずれかに該当する創業前又は創業後１年未満の中小企業者
①法人の場合、臼杵市内に本店を置いていること（予定含む）。
②個人事業主の場合、臼杵市内に主たる事業所を置き、かつ臼杵市
民であること（予定含む）。

対象事業
創業前又は創業後の事業規模拡大を行う事業であること。
※補助対象となる設備については、原則として市内業者に発注する
こと。

補助率 １／２以内

補助上限額等
補助上限額：１００万円
補助対象経費：事業所賃借料、事業所開設費用、販売促進に係る経
費

採択予定件数  

申込期間 随時

申込方法 臼杵市産業促進課にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

臼杵市産業促進課
TEL　0972-86-2713　　FAX　0972-64-0203

補助金 臼杵市移住者店舗等開設支援事業

対象者
県外に住所があって本市に移住する者又は県外から移住して一年以
内の者であること。 ※「アグリ起業学校」や「地域おこし協力隊」
は、研修期間を除外する。

対象経費

・空き家及び空き店舗の購入費
・新規建設費
・空き家、空き店舗及び自宅の改修費
・設備費
・備品購入費
・運搬費

補助率 １／２以内

補助上限額 １００万円

採択予定件数  

申込期間 随時

申込方法 臼杵市秘書・総合政策課にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

臼杵市秘書・総合政策課
TEL　0972-86-2733　　FAX　0972-63-7713

臼杵市内での創業時に必要な初期費用を補助します

移住者・移住予定者の臼杵市内での起業へ補助します
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補助金 津久見市創業支援事業補助金

対象者

津久見市内で創業する方で、次に掲げる要件を満たす方。
（１）津久見市内に事務所を設置し、又は設置をしようとしている
者
（２）当該創業に係る事業を市内において3年以上継続して実施す
る予定である者
（３）市税等に滞納がない者(市外の市区町村から本市に住所を移す
予定の者は、前住地のものも含む。)
（４）創業日において現に津久見商工会議所の会員である者又は創
業日以後に津久見商工会議所の会員となることを予定している者
（５）特定創業支援事業による支援を受けている、又は受ける予定
である者

対象事業

津久見市内で以下の業種で創業し、３年以上継続することが見込ま
れるもの。
 Ｄ建設業、Ｅ製造業、Ｆ電気・ガス・熱供給・水道業、Ｇ情報通信
業、Ｈ運輸業(中分類43～45、47・48)、Ｉ卸売業，小売業、Ｊ
金融業，保険業、Ｋ不動産業，物品賃貸業、Ｌ学術研究，専門・技
術サービス業、Ｍ宿泊業，飲食サービス業、Ｎ生活関連サービス
業，娯楽業、Ｏ教育，学習支援業、Ｐ医療，福祉、Ｒサービス業(中
分類88～92)
※対象業種は、日本標準産業分類によるもので英記号は大分類、数
字は中分類を示す。

対象経費

事業所の開設等に係る経費(事業の用に供するものに限る。)で次に
掲げるもの
（１）店舗等の新築及び改修費(外構工事等を含む。)
（２）什器備品及び設備費
※消耗品費及び美術品、骨董品等の価額の判断において専門的な知
見を要するものに係る経費を除く。
事業の運営に係る経費で次に掲げるもの
（１）広告宣伝費(パンフレット、ホームページ製作費等)
（２）販売促進等に係る費用(新商品開発、販路拡大等)

補助率

補助対象経費の３分の１以内（重点創業に該当の場合は２分の１以
内）
※重点創業
〇全市的な、宿泊業・飲食サービス業、食料品製造業、飲料・たば
こ・飼料製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業の創業
〇商業地域(高洲町・中央町・港町・セメント町など)での業種の創
業

補助上限額等 ５０万円（千円未満切り捨て）

採択予定件数 －

申込期間 随時

申込方法
津久見商工会議所に相談の上、申込様式等を商工観光・定住推進課
まで提出

申込先
問合せ先

津久見市　商工観光・定住推進課
〒879-2435　津久見市宮本町20番15号
TEL：0972-82-9542　FAX：0972-82-9520

津久見市内で創業される方に対し補助します
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補助金 起業チャレンジウェルカム支援事業補助金

対象者

移住者・移住予定者（以下、「移住者等」といいます。）が、市内で年度内に開業予
定又は開業から１年未満の創業者で、次の要件を満たす方が対象となります。

◇市内に事務所を設置又は設置しようとしている方
◇補助金の交付申請をした日において、本市に転入後３年を経過していない市内に住
所を有する方又は補助金の実績報告を提出する日の前日までに市内に住所を有する方
◇創業計画に基づき事業を行う方
◇市町村税の滞納がない方
◇補助金の交付決定を受けた年度の３月３１日までに補助金の対象事業を完了できる
方
◇補助金の対象事業において国、県等から同一の内容の補助金等を受けていない方

対象業種

次の事業が対象となります。

◇農商工連携による新規事業
◇地域資源を活用した特産品加工事業
◇特産品を活用した飲食事業
◇ＩＴビジネスの進出による産業振興に寄与する事業
◇新たな分野に挑戦する事業
◇伝統工芸、芸術等、創作活動に関する事業

補助率 補助対象経費の１／２

上限額等
７５万円
ただし、伝統工芸、芸術等、創作活動に関する事業は、上限１００万円

対象経費

事業に必要な次の経費が対象となります。

◇店舗等新築工事費（増改築を含む）
◇設備費
◇広報費
◇店舗等借入費
◇備品購入費
◇設備等運搬費

申込期間 -

申込方法

申請については、起業チャレンジウェルカム支援事業補助金交付申請書に次の書類を
添えて申請してください。

◇事業所の所在が分かるもの（登記簿謄本の写し又は賃貸借契約書の写し等）
◇住所確認の同意書
◇市町村税完納証明書
◇事業計画書
◇収支予算書
◇創業計画書
◇その他事業に関する書類

創業計画書については、市内の支援機関（豊後高田商工会議所、西国東商工会）又は
市内の金融機関の指導を受け作成してください。

申込先
問合せ先

豊後高田市商工観光課　０９７８－２２－３１００

移住者・移住予定者の豊後高田市内での起業へ補助します 
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補助金 起業チャレンジ若者支援事業補助金

対象者

若者や移住希望者が市内で年度内に開業予定又は開業から１年未満の創業者で次の
要件を満たす方が対象となります。

◇市内に事務所を設置又は設置しようとしている方
◇市内に住所を有する方又は補助金の実績報告を提出する日の前日までに市内に住
所を有する方
◇創業計画に基づき事業を行う方
◇市町村税の滞納がない方
◇補助金の交付決定を受けた年度の３月３１日までに補助金の対象事業を完了でき
る方
◇補助金の対象事業において国、県等から同一の内容の補助金等を受けていない方

対象業種

次の事業が対象となります。

◇農商工連携による新規事業
◇地域資源を活用した特産品加工事業
◇特産品を活用した飲食事業
◇ＩＴビジネスの進出による産業振興に寄与する事業
◇新たな分野に挑戦する事業

補助率 補助対象経費の１／２

上限額等 ５０万円

対象経費

事業に必要な次の経費が対象となります。

◇店舗等新築工事費（増改築を含む）
◇設備費
◇広報費
◇店舗等借入費
◇備品購入費

申込期間 -

申込方法

申請については、起業チャレンジ若者支援事業補助金交付申請書に次の書類を添え
て申請してください。

◇事業所の所在が分かるもの（登記簿謄本の写し又は賃貸借契約書の写し等）
◇住所確認の同意書
◇市町村税完納証明書
◇事業計画書
◇収支予算書
◇創業計画書
◇その他事業に関する書類

創業計画書については、市内の支援機関（豊後高田商工会議所、西国東商工会）又
は市内の金融機関の指導を受け作成してください。

申込先
問合せ先

豊後高田市商工観光課　０９７８－２２－３１００

豊後高田市内で新たに起業する若者に対し補助します 
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補助金 移住者個人創業支援事業補助金

対象者

県外からの移住予定者又は移住から1年を経過していない方が、市内での定住を目的
に新たに開業を目指す場合で次の要件を満たす方が対象となります。

◇市内において空き家、空き店舗等及び自宅を活用して店舗等を開設し起業するこ
と
◇将来にわたって市内に５年以上生活の拠点を置くこと
◇創業計画に基づき事業を行う方
◇市町村税の滞納がない方
◇補助金の交付決定を受けた年度の３月３１日までに補助金の対象事業を完了でき
る方
◇補助金の対象事業において国、県等から同一の内容の補助金等を受けていない方

対象業種

次の事業が対象となります。

◇農商工連携による新規事業
◇地域資源を活用した特産品加工事業
◇特産品を活用した飲食事業
◇ＩＴビジネスの進出による産業振興に寄与する事業
◇新たな分野に挑戦する事業

補助率 補助対象経費の１／２

上限額等 １００万円

対象経費

事業に必要な次の経費が対象となります。

◇空き家及び空き店舗の購入費
◇新規建設費
◇空き家、空き店舗及び自宅の改修費
◇設備費
◇備品購入費
◇運搬費

申込期間 -

申込方法

申請については、移住者個人創業支援事業補助金交付申請書に次の書類を添えて申
請してください。

◇事業所の所在が分かるもの（登記簿謄本の写し又は賃貸借契約書の写し等）
◇住所確認の同意書
◇市町村税完納証明書
◇事業計画書
◇収支予算書
◇創業計画書
◇誓約書
◇その他事業に関する書類

創業計画書については、市内の支援機関（豊後高田商工会議所、西国東商工会）又
は市内の金融機関の指導を受け作成してください。

申込先
問合せ先

豊後高田市商工観光課　０９７８－２２－３１００

県外からの移住者が豊後高田市内で新たに起業する場合の経費を補助します 
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補助金 杵築市新規創業・開業チャレンジ補助金

対象者

創業・開業者（創業・開業後１年以内）のうち、以下の事業を営む
事業者
　（１） 製造業
　（２） 電気・ガス・熱供給・水道業
　（３） 情報通信業
　（４） 卸売業、小売業
　（５） 金融業、保険業
　（６） 宿泊業、飲食サービス業
　（７） 生活関連サービス業、娯楽業
　（８） 教育、学習支援業
　（９） 医療、福祉

要件
①杵築市における創業・開業認定事業者であること
②創業及び開業が確実であること
③市税に滞納がないこと

優遇措置

①新規創業・開業の場合５０万円
②製造業の場合３０万円の上乗せ
③空家・空き地・空き店舗を活用する場合２０万円の上乗せ(指定地
域外）
④空家・空き地・空き店舗を活用する場合３０万円の上乗せ(指定地
域内）
  指定地域：商店街エリア

申込先
問合せ先

杵築市商工観光課企業誘致推進室
〒873-0001　　ＴＥＬ0978-62-1808
杵築市大字杵築377番地1

杵築市内での創業・開業に対し補助します

-30-



補助金 国東市創業・起業支援公募補助金

対象者 市内に事業所を設置または設置しようとしている個人または法人

対象事業

市内で需要の高い事業
・飲食業(レストラン・カフェ等）
・製造業、加工業(市内で生産・収穫された資源を活用したもの、
　　　　　　　　 または国東市の土産や特産となるもの)
・新規性、先駆性が特に認められる事業
・移住者が行う事業

補助率 補助対象経費の１／２以内

補助上限額等 上限額：１５０万円

採択予定件数 １０件程度（ただし審査会で採択されたものに限る）

申込期間 募集；2019年4月～6月（予定）

申込方法
補助金交付申請書に必要種類を添えて、下記申込先に持参または郵
送

申込先
問合せ先

国東市活力創生課　産業創出係
〒873-0503　国東市国東町鶴川149番地
ＴＥＬ ０９７８－７２－５１８３

国東市内で創業・起業を考えている個人・法人へ補助します 
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補助金 宇佐市創業・起業支援事業補助金

対象者

次の各号のいずれにも該当する個人、法人または任意団体が対象と
なります。
(１)　市内に事業所を設置し、創業・起業が確実である具体的な
　　計画を有すること
(２)　申請時に起業の日から１年を経過していないこと
(３)　宇佐市創業支援講座などを受講し、市から特定創業支援事
　　業を受けた者として証明書の発行を受けた方
(４)　宇佐商工会議所、宇佐両院商工会または四日市商店街振興
　　組合のいずれかに加盟していること
(５)　個人にあっては事業主、法人または任意団体にあっては、
　　法人または任意団体およびその代表者の納期到来分の市
　　税の未納がない方
(６)　宇佐市暴力団排除条例（平成23年宇佐市条例第13号）第
　　２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団
　　員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でな
　　いこと。

対象事業

補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費であって創業・
起業に関わることが明白であるものを対象とします。

(１)　施設改装費
(２)　機械設備導入費
(３)　広告宣伝費
(４)　研修費
(５)  研究開発費
(６)　原材料費
(７)　賃貸料
(８)　その他市長が創業・起業に必要と認める経費

補助率 補助対象経費の２分の１以内（千円未満切り捨て）

補助上限額等 ５０万円

採択予定件数 －

申込期間 未定

申込方法
交付申請書を記入の上、必要書類を添付し、市商工振興課まで提出
してください。

申込先
問合せ先

〒８７９－０４９２
宇佐市大字上田１０３０－１
宇佐市　商工振興課　商工労政係
０９７８－２７-８１６６

宇佐市内で新規に創業・起業する方へ補助します 
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補助金 由布市創業支援事業補助金

対象者

次のいずれかに該当する創業前又は平成30年4月1日以降に創業し
た中小企業者
①法人の場合、由布市内に本店を置いていること（予定含む）。
②個人事業主の場合、由布市内に主たる事業所を置き、かつ由布市
内に住所を有していること（予定含む）。

対象事業

・地域資源を活用した事業
・地域の課題を解決することが特に認められる事業
・新規性、独創性が特に認められる事業
・移住者が行う事業

補助率 １０/１０

補助上限額等
補助上限額：１００万円
補助対象経費：事業所賃借料、事業所整備費、法人登記等に係る経
費、販売促進に係る経費

採択予定件数  

申込期間 未定

申込方法 下記申込先にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

由布市商工観光課
〒８７９－5498　由布市庄内町柿原３０２番地
TEL　097-582-1304　　FAX　097-582-1361

由布市内での創業時に必要な初期費用を補助します
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補助金 日出町創業支援事業助成金

対象者
日出町内において事業所等を設置し、創業又は開業をする個人又は法
人

要件

①創業又は開業に伴い、従業員を１人以上雇用すること
②創業又は開業に必要な許認可等を受けていること
③町税に滞納がないこと
④日出町商工会の経営指導等を受け、本事業に対する推薦書の交付を
受けていること
⑤日出町商工会等の公共的団体に加入済又は加入予定であること
⑥その他

申込期間 創業後、最初に迎える決算月から３ヶ月以内

助成額等
助成対象者１件当たり１０万円
※予算の範囲内において助成

申込先
問合せ先

日出町商工観光課商工係　0977-73-3158

補助金 玖珠町創業支援事業補助金

対象者

次の（１）から（５）までをすべて満たす方を補助対象者とします。
（１）交付申請日前後１年以内に創業した者又は創業を予定している者
で、次のいずれかに該当する者
・個人事業主として玖珠町内に主たる事業所を置き、又は置くことを予定
している個人で、町内に住所を有し、又は住所を有することを予定してい
る者
・町内に本店を置く会社を設立することを予定している個人
・町内に本店を置き、又は町内に本店を移すことを予定している法人
（２）中小企業者又は中小企業者となることを予定している者
（３）玖珠町創業支援事業計画に定められる「特定創業支援事業」による
支援を受け、町から証明書の交付を受けている又は受ける予定の者
（４）居住地における市町村税の滞納がない者
（５）交付申請日前後１年以内に、創業の事業に対する金融機関等からの
融資を受けることが見込まれる又は既に受けている者

補助対象経費

補助対象経費は次のとおりとします。
・事業所賃借料
・事業所開設費用
・法人登記等に係る経費
・販売の促進に係る経費

補助率 補助対象経費の２分の１以内（千円未満切り捨て）

補助上限額等 ５０万円

採択予定件数 ２件

申込期間 募集　2019年５月初旬～６月下旬頃予定

申込方法
交付申請書を記入の上、必要書類を添付し、玖珠町商工観光振興課ま
で提出してください。

申込先
問合せ先

〒８７９－４４９２
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足２６８番地の５
玖珠町　商工観光振興課　企業立地係
０９７３－７２－７１５３

玖珠町内で新規に創業・起業する方へ補助します 

日出町内での創業・開業に対し補助します 
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補助金 九重町起業支援事業補助金

対象者

九重町内において新たに起業しようとする者のうち、以下のいずれにも該当
するもの
① 町税の滞納その他、町に対する責務の不履行がないこと（同一世帯員
　を含む）
② 申請日において18歳以上65歳未満であること
③ 開業時点において本町に住所を有すること

対象事業

補助金交付の対象となる経費は、補助事業者が補助事業を行うために必要な
次に掲げる経費とし、交付決定通知を受けた日の属する年度と同一の年度内
に完了する事業とする
　設備・機械装置・工具・構築物の購入、改良、借用又は修繕に関する経費
　物品の購入に関する経費
　原材料費、外注加工費、試験検査等の委託費、専門家謝金、広告宣伝費等

補助率 補助対象経費の2分の1以内

補助上限額 ５０万円

申込期間 随時

申込方法

補助金交付申請書に必要書類を添付して、下記申込先まで提出
① 誓約書
② 町税等納付状況調書（町内在住者）
③ 居住地における完納証明書（町外在住者）
④ 起業計画書
⑤ 補助事業に係る経費の見積書の写し

申込先
問合せ先

九重町 商工観光・自然環境課
〒87９－４８９５　　九重町大字後野上８番地の1
ＴＥＬ　0973－76－3150
E-mail　syoko@town.kokonoe.lg.jp

補助金 九重町あとつぎ促進奨励金事業

対象者

九重町内において生業として新たに家業の後継者となる者のうち、以下のい
ずれにも該当するもの
① 町内に住所を有すること
② 申請日において50歳未満であること
③ 町税の滞納その他、町に対する責務の不履行がないこと
　（同一世帯員を含む）

助成内容 50万円（定額）

申込期間 随時

申込方法
補助金交付申請書に必要書類を添付して、下記申込先まで提出
① 誓約書兼後継者証明書
② 町税等納付状況調書

申込先
問合せ先

九重町 企画調整課
〒87９－４８９５　　九重町大字後野上８番地の1
ＴＥＬ　0973－76－3807
E-mail　kikaku@town.kokonoe.lg.jp

九重町での創業・開業に対し補助します

九重町での後継者を応援します
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補助金 産業立地促進補助金

対象者
製造業を営む誘致企業
※県内事業者においては、自動車、半導体、太陽電池、医療、精
密機器に関する製造や生産施設の製造を行う企業

対象事業

・対象地域
　大分市を除く県内全域
・補助要件
（新設）設備投資額３億円以上、新規雇用者１０人以上
　　　　用地取得から３年以内の着工
（増設）設備投資額２億円以上、新規雇用車１０人以上
　　　　増設表明後１年以内の着工、増設生産面積９９０㎡以上

補助内容
限度額

・設備投資額3億円（増設２億円）以上の場合
　投資額×３％＋５０万円×新規雇用者数（限度額：３億円）
　※過疎地域に立地する場合
　　３０万円×新規雇用者数を加算（限度額：３千万円）
・新設で設備投資額３億円未満の場合
　３０万円×新規雇用者数
 　（限度額：投資額又は３千万円のいずれか低い額）

採択予定件数 －

申込期間 随時

申込方法 下記の問合せ先に事前にご相談ください

申込先
問合せ先

大分県商工労働部企業立地推進課企業誘致班（県庁舎本館７階）
〒870-8501　大分市大手町３丁目１番１号
TEL 097-506-3247　FAX 097-506-1755
大分県企業立地ガイド　http://www.ritti-oita.jp/

製造業を営む誘致企業の設備投資に対して補助します
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補助金 大分県流通業務団地立地促進補助金

対象者 大分流通業務団地の用地（県有地）を購入し、事業を営む者

対象事業 大分流通業務団地の用地（県有地）を購入する企業

補助率 投資額×２０％

補助上限額等 用地費の４０％以内

採択予定件数 －

申込期間 操業から１年以内の申請

申込方法
交付申請書等を下記の大分県商工労働部企業立地推進課に郵送ま
たは持参

申込先
問合せ先

大分県商工労働部企業立地推進課立地基盤整備班（県庁舎本館７階）
〒８７０－８５０１　　大分市大手町３丁目１番１号
TEL　０９７－５０６－３２４７
FAX　０９７－５０６－１７５５
大分県企業立地ガイド　http://www.ritti-oita.jp/

補助金 大分県臨海工業地帯立地促進補助金

対象者 大分臨海工業地帯６号地（Ｃ－２地区）の用地（県有地）を購入し、事業を営む者

対象事業 製造業（日本標準産業分類に規定する製造業）

補助率 投資額×２０％

補助上限額等
用地費の２５％以内
年度あたり３億円を限度として分割交付

採択予定件数 －

申込期間 操業から１年以内の申請

申込方法
交付申請書等を下記の大分県商工労働部企業立地推進課に郵送ま
たは持参

申込先
問合せ先

大分県商工労働部企業立地推進課企業誘致班（県庁舎本館７階）
〒８７０－８５０１　　大分市大手町３丁目１番１号
TEL　０９７－５０６－３２４６
FAX　０９７－５０６－１７５５
大分県企業立地ガイド　http://www.ritti-oita.jp/

大分流通業務団地の用地を取得する企業に対し補助します

大分臨海工業地帯６号地（Ｃ－２地区）に進出する製造業企業に対し補助します
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市町村の優遇制度

市町村 補助金名称 対象業種 補助要件 補助金額 限度額

企業立地促進助成金 製造業
（製造業以外の産業でも対
象となりうるが、情報通信
関連産業支援助成金の対
象産業を除き、かつ、県・
市等により造成された工場
用地への立地に限る）

〔新設〕
○投資額10億円（中小企業は1億円）以上
○新規雇用者20人（中小企業は5人）以上
〔増設・移設〕
○投資額10億円（中小企業は5千万円）以上
○新規雇用者10人（中小企業は2人）以上
（正規雇用・非正規雇用は問わない）

投資額×6％
新規雇用者数×50万円

5億円

ソフトウェア業
情報処理・提供サービス業
インターネット付随サービス
業
デザイン業・機械設計業

新規雇用者5名以上
（正規雇用従業員のみ）

コールセンター業 新規雇用者30名以上
(正規雇用・非正規雇用・パート従業員等の合
算で可)

本社機能移転促進助成
金

企業の「調査・企画部門」
「情報処理部門」「研究開
発部門」「国際事業部門」
「その他管理業務部門」「研
究所」の本市への移転、増
設

新規雇用者10人（中小企業は3人）以上
(正規雇用・非正規雇用・パート従業員等の合
算で可)

用地・建物取得費×10％
投下固定資産額×10％
新規雇用者数（正規）×60万円（3年間）
新規雇用者数（非正規、パート）×20万円（3年
間）
オフィス賃借料×1/2（2年間）

3億円（3年間の合計）

情報関連産業
（ソフトウェア業、情報処理・
提供サービス業、インター
ネット付随サービス業、デ
ザイン業若しくは機械設計
業又はこれらのいずれか
の事業と認められる部門を
有する事業）

〔新設〕
○新規雇用者3名以上
〔増設〕
○事業所の面積又は設備規模50％以上拡大
○新規雇用者3名以上

①新規地元雇用者数（正規）×30万円（3年間）
　新規地元雇用者数（非正規）×10万円（3年間）
②オフィス賃借料×1/3（3年間）
③投下固定資産額×10％
④市内宿泊者×5,000円（3年間）
⑤講師旅費費用弁済（3年間）

①なし

②200万円/年
③200万円
④10万円/回、年2回
⑤10万円/回、総額30万円

ＢＰＯ・コールセンター事業 〔新設〕
○新規雇用者10名以上
〔増設〕
○事業所の面積又は設備規模50％以上拡大
○新規雇用者10名以上

①新規地元雇用者数（正規）×20万円（3年間）
　新規地元雇用者数（非正規）×5万円（3年間）
②オフィス賃借料×1/3（3年間）
③投下固定資産額×10%
④業務システム（ASP等）使用料×10%(3年間）
⑤通信回線使用料（基本分＋従量分）×1/3(3年
間）

①なし

②200万円/年
③200万円
④200万円/年
⑤200万円/年

本社機能移転事業に伴う
事業（地域再生法第５条第
４項第５号に規定する特定
業務施設で地域再生法施
行規則第８条第１項に掲げ
る業務施設）

〔新設〕
○新規雇用者5名以上
〔増設〕
○事業所の面積又は設備規模50％以上拡大
○新規雇用者5名以上

①新規地元雇用者数（正規）×30万円（2年間）
　転勤者数（正規）×10万円（2年間）
　新規地元雇用者数（非正規）×10万円（2年間）
②オフィス賃借料×1/4（2年間）
③投下固定資産額×10%
④市内宿泊者×5,000円（3年間）
⑤講師旅費費用弁済（3年間）

①なし

②200万円/年
③200万円
④10万円/回、年2回
⑤10万円/回、総額30万円

製造業
道路貨物運送業
倉庫業
学術・開発研究機関
職業・教育支援施設
中津市経済を牽引する事
業者として選定された地域
未来牽引企業

〔新設〕
○設備投資額3,000万円以上
○新規雇用者3人以上
○公害防止措置
〔増設〕
○設備投資額3,000万円以上
○新規雇用者1人以上
○公害防止措置

①固定資産税相当額（3年間）
②用地取得費×30%
③設備投資額×10%
④新規雇用者数×20万円
⑤土地及び建物賃借料×30%（3年間）

①なし
②5,000万円
③3,000万円
④2,000万円
⑤300万円/年

情報サービス業
インターネット附属サービス
業
コールセンター業
BPOオフィス業

〔新設〕
○新規雇用者10人以上
〔増設〕
○新規雇用者5人以上

①新規雇用者数×20万円
②土地及び建物賃借料×50%（3年間）

①2,000万円
②300万円/年

日
田
市

企業立地促進条例 製造業
運送業
電気・ガス・熱供給業
ソフトウエア業
情報処理・提供サービス業
研究機関等

〔新設・設備更新等〕
○設備投資額5000万円以上
○新規雇用者５名以上(ソフトウエア業等は３
人以上)
○公害防止協定の締結
〔増設等〕
○設備投資額2500万円以上
○新規雇用者１名以上
○公害防止措置

①固定資産税に対する不均一課税50/100
（新設は5年間、増設は3年間）
②新規雇用者数×20万円
③用地取得費×20/100
④設備投資額×3/100
⑤通信費（電話料、回線使用料、データー通信
料）×1/3（3年間）
⑥土地及び建物等の賃借料×1/2（3年間）
⑦埋蔵文化財発掘調査費の1/3
※ウッドコンビナートへ立地される場合は、優遇
内容が変更されます。

①なし

②2,000万円
③5,000万円
④5,000万円
⑤100万円/年
⑥500万円/年
⑦3,000万円

企業立地促進条例 製造業
電気・ガス・熱供給業
情報サービス業
インターネット付随サービス
業
道路貨物運送業
倉庫業
開発研究機関ほか

○投資額2,500万円以上（土地代除く）
○新規雇用者３人（増設は１人）以上
○公害防止措置の実施

①固定資産税の100％（3年間）
②都市計画税の100％（3年間）
③投資額×20％
④新規雇用者数×30万円
⑤用地取得費×50%

①なし
②なし
③3,000万円
④3,000万円
⑤5,000万円

情報通信関連企業立地
促進補助金

情報通信関連業
情報処理・提供サービス業

○新規雇用者３人以上 回線使用料、借室料合計の1/2相当額（3年間） 新規雇用者数に応じて変わる
3人～9人→250万円/年
10人～19人→500万円/年
20人～→1,000万円/年

臼
杵
市

企業立地促進条例 製造業・運輸業
ソフトウエア業
情報処理・提供サービス業
旅館・ホテル業
電気・ガス・熱供給業など

○設備投資額と用地取得額の合計が
　5,000万円以上（増設は2,700万円超）
○新規雇用者３人（増設は１人）以上

①設備投資額×10％
②用地取得費×50％
③新規雇用者数×30万円
④新規転入世帯×30万円
⑤事業所家賃×30％（3年間）
⑥社宅整備費×10％

①2,000万円
②1,000万円
③1,000万円
④1,000万円
⑤300万円/年
⑥1,000万円

津
久
見
市

企業立地促進条例 農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業
卸売業、小売業
金融業、保険業、
不動産業、物品賃貸業
学術研究、専門・技術サー
ビス業
宿泊業、飲食サービス業
生活関連サービス業、娯楽
業
教育、学習支援業
医療、福祉
複合サービス業
サービス業など

①設備投資助成金、②雇用促進助成金
〔法人・組合の場合〕
○設備投資額+用地取得費が2,700万円以上
○新規雇用3人以上１年以上継続
〔個人の場合〕
○設備投資額+用地取得費が500万円以上
○新規雇用1人以上１年以上継続

③社宅整備助成金
○社宅整備費+用地取得費が5,000万円以
上、4世帯以上が入居可能な社宅の新設・増
設
○社宅全戸数の2分の1以上に社宅入居者(市
内従業者)又は転入社宅入居者(市外から転
入した従業者)が入居していること

①設備投資額×5％
②新規雇用従業者数×30万円（3年間）
③社宅整備費×5％（3年間）
※用地取得費は対象としない

①300万円/年
②300万円/年
③300万円/年
※500万円/年を全ての助成金の上限と
する

大
分
市

用地・建物取得費×5％
投下固定資産額×5％
新規雇用者数（正規）×50万円（3年間）
新規雇用者数（非正規、パート）×3万円（3年間）
オフィス賃借料×1/3（1年間）
通信回線使用料（従量分）×1/2(3年間）
ASPサービス等使用料×5％（3年間）
ファイナンスリースによる物件取得費×5％

2億8,000万円（3年間の合計）
うち通信回線使用料は通算2100万円
（3年間）

別
府
市

オフィス系企業誘致促
進補助金

企業立地促進条例

中
津
市

佐
伯
市

情報通信関連産業支援
助成金
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市町村の優遇制度

市町村 補助金名称 対象業種 補助要件 補助金額 限度額

竹
田
市

企業育成及び誘致促進
条例

製造業
情報通信業
医療業
学校教育
学術・開発研究機関
学術・文化団体

○事業所等用地の取得が新設・移転の場合、
製造業、医療業、学校教育、学術・開発研究
機関、学術・文化団体で500㎡以上、情報通信
業で100㎡以上
○投資額2,500万円以上（土地代除く）
○新規雇用者5人以上増加
○用地取得後3年以内の操業開始
○公害防止条例等の遵守

①用地取得費に関する補助
・造成済み用地：用地取得費の3/10
・未造成用地：用地取得費の5/10
②投資額×5％

③新規雇用者数×10万円
④固定資産税免除（3年間）

①1,000万円～5,000万円
(雇用者数による)

②500万円～1,000万円
(雇用者数による)
③なし
④なし

新規立地雇用促進奨励
金

製造業
コールセンター等

○新規雇用者（市内在住）5人以上（操業から1
年以内）

新規雇用者数×30万円 450万円

企業立地促進条例 製造業
情報サービス業
インターネット付随サービス
業
道路貨物運送業
学術・開発研究機関
旅館・ホテル業
コールセンター業

〇投資額5,000万円（増設は2,700万円）以上
　（設備投資額と用地取得費の合計）
〇新規雇用従事者3人（増設は1人）以上
〇公害防止措置の実施

①設備投資額×10％
②用地取得費×50％
③新規雇用者数×30万円（3年間）
④緑地・環境施設整備額×50％
⑤工場等の賃借料×50％（3年間）

①3,000万円
②3,000万円
③3,000万円（3年間の合計）
④1,000万円
⑤300万円/年

杵
築
市

企業立地促進条例 製造業
情報サービス業
旅館・ホテル業
学術・開発研究機関等

○投資額5,000万円（増設は2,700万円）以上
○新規雇用5人（増設は１人）以上
○公害防止協定の実施

①固定資産税に対する課税免除及び不均一課
税
　・新設　5年間課税免除
　・増設　5年間不均一課税50/100
②新規雇用者数×20万円
③用地取得費×50％
④事業所家賃×30％（3年間）

①なし

②2,000万円
③3,000万円（市有地5,000万円）
④300万円／年

○市外企業：新規雇用者5人以上
○市内企業：新規雇用者3人以上
　（増設は１人以上）
○投下固定資産額が2,700万円以上
　（②・④については5,000万円以上）
○公害防止協定を締結
○操業を開始していること
○住宅手当等制度を設置していること（⑦の
み）

①固定資産税相当額（3年間）
②投下固定資産額×10％
　（用地・環境配慮設備を除く）
③新規雇用者数×30万円（3年間）
④用地取得額×50％
⑤環境配慮設備の設置費用×50％
⑥工場・用地の賃貸料×50％（3年間）
⑦本市への転入者（代表者・役員、正規社員）一
人につき月額2万円または住宅手当制度に要す
る費用のいずれか少ない額（3年間）

①なし
②3,000万円

③3,000万円（総額）
④3,000万円
⑤1,000万円
⑥300万円/年
⑦300万円/年（総額）

○福利厚生施設（土地を除く）の設置費用が
300万円以上
○福利厚生施設が事業に直接供されるもので
はないこと
○公害防止協定を締結
○操業を開始していること

⑧福利厚生施設の設置費用×50％ ⑧1,000万円

企業立地促進条例 製造業
電気・ガス・熱供給業
情報サービス業
インターネット付随サービス
業
コールセンター業
道路貨物運送業
研究開発機関

○新設は投資額5,000万円以上
　 増設は投資額2,500万円以上（新たな事業
所の設置等が必要）
○新規雇用5人（増設は1人）以上
○公害防止協定の実施

①投資額×5％
②新規雇用者数×10万円
③用地取得費×5％
④固定資産税の50/100（3年間）

①2,000万円
②1,000万円
③3,000万円
④なし

情報関連企業誘致促進
事業補助金

情報サービス業
インターネット付随サービス
業

○新規雇用者3人以上 ①賃借料×1/2（3年間）
②通信回線使用料×1/2（3年間）
③改装費×1/2（1回）
④常勤の従業員×10万円（1回）

①100万円
②100万円
③100万円
④100万円

由
布
市

企業立地促進条例 製造業
電気・ガス・熱供給業
情報通信業など

○設備投資額と用地取得額の合計が
　5,000万円（増設は2,700万円）以上
○新規雇用者5人（増設は1人）以上

①固定資産税の収納額の50％（5年間）
②設備投資額×5％
③用地取得費×5％
④新規雇用者数×20万円

①なし
②1,000万円
③1,000万円
④1,000万円

企業立地促進条例 製造業
コールセンター業
情報サービス業
インターネット付随サービス
業
道路貨物運送業
スポーツ施設提供業
電気・ガス・熱供給業
旅館・ホテル業

○設備投資額3,000万円以上
　（増設は1,000万円以上）
○新規雇用者5人（増設は1人）以上
○公害防止協定の実施

①固定資産税相当額　（3年間）
②新規雇用者数×80万円
③事業所家賃×1/2（3年間）

①なし
②1,500万円
③300万円/年

ビジネスホテル誘致条
例

ビジネスホテル ○市有地にビジネスホテルを建設 ①市有地の無償貸付（10年間） ①なし

○市内に存する空き家、空き店舗又は空き公
共施設を利用し、サテライトオフィスを開設す
る者
○従業者（市内在住者で常勤）が2名以上

①賃貸費・通信費・事務機器等リース費×1/2（3
年間）
②備品購入費×1/2

①80万円/年
②20万円

○サテライトオフィスを開設する為に、市内に
存する空き家、空き店舗又は空き公共施設の
改修を行うもの。
○従業者（市内在住者で常勤）が5名以上

①改修費×1/2
②新規雇用者数×10万円

①300万円
②100万円

日
出
町

企業立地促進条例 製造業
情報サービス業
インターネット附随サービス
業
道路貨物運送業
飲食料品卸売業
学術・開発研究機関
非破壊検査業
旅館・ホテル業
コールセンター業

○設備投資額5,000万円以上
（製造業以外は2,000万円以上）
（増設の場合は2,000万円以上）
○新規雇用者5人（増設は3人）以上

①固定資産税の1/2（3年間）
②用地取得費の2/10
③建物等の貸借料の3/10（3年間）

①なし
②2,000万円
③年度200万円、合計600万円

九
重
町

企業立地促進助成金交
付要綱

自動車関連
エネルギー関連
電子・電気・機械
情報・食品
農林水産関連産業等

○投資額1億円（増設は2,500万円）以上
○新規雇用者数5人（増設は1人）以上
○土地取得後1年以内の着工（増設は2年以
内）
○公害防止協定の締結

①固定資産税額相当（3年間）
②新規雇用者数×5万円
③用地取得費×10％
④ケーブルテレビ引込工事費・加入金・使用料の
免除
（1回線、工事費・加入金は1回、使用料は3年間）

①なし
②500万円
③3,000万円
④なし

企業立地促進助成金 製造業
電気・ガス・熱供給業
情報サービス業
インターネット付随サービス
業
運輸業
旅館・ホテル業
学術・研究開発機関
職業・教育支援施設
コールセンター業

○町内者新規雇用5人（増設は1人）以上
○投資額5,000万円（増設は2,700万円）以上
○公害防止措置の実施

①製造業の固定資産税相当額（5年間）（増設は
3年間）
②新規雇用者数×10万円（3年間）
③投資額の1/10

①なし
②500万円（3年間の合計）
③3,000万円

玖珠工業団地企業立地
促進助成金

製造業
電気・ガス・熱供給業
情報通信サービス業
運輸業
学術・研究開発機関
職業・教育支援施設

○町内者新規雇用10人以上
○投資額3億円以上
○新規用地取得面積10,000㎡（増設は3,000
㎡）以上
○公害防止措置の実施

①製造業の固定資産税相当額（5年間）（増設は
3年間）
②新規雇用者数×10万円（3年間）
③投資額の1/10

①なし
②500万円（3年間の合計）
③取得用地の面積に応じて変わる
　・1工区又は2工区の一括取得…1億5
千万円
　・5ha以上の用地取得…5千万円
　・5ha未満の用地取得…3千万円

豊
後
高
田
市

玖
珠
町

宇
佐
市

工場等設置促進条例 製造業
情報サービス業
道路貨物運送業
梱包業
旅館・ホテル業
スポーツ施設提供業

国
東
市

サテライトオフィス誘致
促進補助金交付要綱

ＩＴ関連企業等
（通信回線の活用により本
社と同等の業務が実施可
能な事業所）

豊
後
大
野
市
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補助金 中小企業旗艦製品創出支援事業

対象者 創業者及び中小企業者

対象事業

ものづくり中小企業の活性化を図るため、県内の中小企業者等が地域
資源や独自技術等を活用して取り組む分野に重点化し、市場調査やサ
ンプル・試作品の製作、販路開拓などの支援を通じて、旗艦商品等を
創出します。

採択予定件数 6件程度

申込期間 年2回程度募集

申込方法 下記にお問合せください。

申込先
問合せ先

（公財）大分県産業創造機構
〒８７０－００３７
大分市東春日町１７－２０　ソフトパークセンタービル
TEL　０９７－５３7－２４２４　FAX　０９７－５３４－４３２０

補助金 ドロ－ン産業振興事業

対象者 大分県ドローン協議会会員企業

対象事業
ドローンを活用した研究開発に対して、補助を行います。
　１．ドローン関連機器（本体・周辺機器）の研究開発
　２．ドローンを活用したソフト・サービスの開発

補助率 機器開発：２／３以内、ソフト・サービス開発：1／2以内

補助上限額等 機器開発：５００万円、ソフト・サービス開発：２５０万円

採択予定件数 機器開発：3件、ソフト・サービス開発：4件

申込期間 2019年４月頃～

申込方法 大分県ドローン協議会事務局にお問い合わせください

申込先
問合せ先

大分県ドローン協議会事務局
　大分県産業科学技術センター　電子・情報担当
　〒８７０－１１１７　大分市高江西１－４３６１－１０
　 ＴＥＬ：０９７－５９６－７１０１
　 ＦＡＸ：０９７－５９６－７１１０

企業の顔となり得る商品の開発や販路開拓等を支援します

補助率・
補助上限額等

①商品開発支援事業
　市場調査から試作、改良に至る商品開発等
　　補助率２／３　補助金上限２００万円　事業期間１年６ヶ月
②販路開拓支援事業
　展示会出展やリデザインなどの販路開拓等
　　補助率２／３　補助金上限１００万円　事業期間１年６ヶ月

ドローン関連機器およびソフト・サービスの研究開発に対し補助します
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補助金 「こだわり食品フェア」出展支援事業費補助金

対象者

以下（１）及び（２）の全てに該当する者
（１）大分県内に本社又は製造拠点を有する中小企業者又は個人事
　　業主
（２）大分県産品を製造又は販売する者

※この事業での大分県産品の定義
以下（１）又は（２）のいずれかに該当するもの
（１）大分県内で製造された加工食品
（２）大分県内で生産した原材料を主要な部分としている加工食品

対象事業 「こだわり食品フェア」に出展する経費に対して助成します。

補助率 １／２以内

補助上限額等 ２０万円

採択予定件数 １０件

申込期間 2019年４月下旬頃～５月頃（予定）

申込方法 公募開始時に県が指定する様式等により、下記申込先に提出。

申込先
問合せ先

〒870-８５０１
大分市大手町３丁目１番１号
大分県商工労働部商業・サービス業振興課
貿易・物産・フラッグショップ班（県庁舎本館７階）
　TEL ０９７-５０６-３２８７　　FAX０９７－５０６－１７５４

大規模食品展示会「こだわり食品フェア」への出展に対し補助します
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補助金 大分県産加工食品海外販路開拓支援事業費補助金

対象者

以下（１）～（３）の全てに該当する者。ただし、（３）について
は、補助金交付申請までにいずれかを満たせば、これに該当するもの
とする。

（１）大分県内に本社又は製造拠点を有する中小企業者又は個人事業
主
（２）大分県産加工食品の製造又は販売を主たる事業として営む者
（３）「新輸出大国コンソーシアム（ｼﾞｪﾄﾛ）」の登録者又は「（一
　　　社）大分県貿易協会」の会員

対象事業

以下（１）～（３）のいずれかに該当するもの。

（１）ジェトロ又は大分県が出展する海外見本市・展示会への出展
（２）ジェトロ又は大分県が主催又は共催する海外商談会への出展
（３）その他知事が認める海外販路開拓へ向けた取組

【活用例】香港FoodExpo(8月)、ドイツ　アヌーガ(10月)　等の
　　　　　海外見本市への出展

補助率 １／２以内

補助上限額等 ３０万円

申込期間
2019年４月１日（月）～2020年１月３１日（金）
（※随時募集。但し、予算額に達した時点で終了（先着順））

申込方法 公募開始時に県が指定する様式等により、下記申込先に提出。

申込先
問合せ先

〒870-８５０１
大分市大手町３丁目１番１号
大分県商工労働部商業・サービス業振興課
貿易・物産・フラッグショップ班（県庁舎本館７階）
　TEL ０９７-５０６-３２８８　　FAX０９７－５０６－１７５４

県産加工食品海外販路開拓へ向けた取組に対し補助します
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補助金 マーケットインに基づいた商品改良支援事業

対象者 県内の食品製造事業者

対象事業

県や県の外郭団体、県内の商工団体及び金融機関等が主催又は出展を
支援した商談会及び展示会におけるバイヤーの意見に基づいた商品改
良を支援します。

補助率 １／２以内（農商工連携型：２／３以内）

補助上限額 ３０万円

採択予定件数 採択予定商品は２０社以上

申込期間 2019年４月～翌年１月末予定

申込方法 おおいた食品産業企業会事務局にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

おおいた食品産業企業会事務局
　大分県商工労働部工業振興課内
　〒870-8501　大分市大手町３丁目１番１号
　 ＴＥＬ：０９７－５０６－３２６６
　 ＦＡＸ：０９７－５０６－１７５３

補助金 ものづくり・サービス業連携技術開発支援事業（補助金）

対象者
県内に事業所を有する中小企業者等
※代表企業が補助申請者となる

対象事業
○ものづくり企業とサービス事業者が連携して、新製品や新技術の実
用化を目指した製品開発を行う際の試作品製作等の事業

補助率 ２／３

補助上限額等 １００万円

採択予定件数 ３件

申込期間 2019年５月以降

申込方法
事業計画書等（以下のWEBサイトからダウンロード可）を下記の工
業振興課に提出
http://www.pref.oita.jp/soshiki/14200/

申込先
問合せ先

大分県商工労働部工業振興課
工業支援班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3267　FAX 097-506-1753

商談会等におけるバイヤーの助言等に基づいた商品改良を支援します

サービス事業者と連携したものづくりに対し補助します
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補助金 大分県ＬＳＩクラスターグローバルニッチトップ推進事業費補助金

対象者 大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議会員企業

対象事業
自社の強みをいかし、新分野への事業展開（ニューマーケット進出事
業）や強みを更に高めるための開発事業（ニッチトップ創出事業）に
対して補助を行います。

補助率 ニューマーケット進出事業2/3以内、ニッチトップ創出事業1/2以内

補助上限額等 ニューマーケット進出事業200万円、ニッチトップ創出事業400万円

採択予定件数 ニューマーケット進出事業3件、ニッチトップ創出事業１件

申込期間 2019年４月頃～

申込方法
大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議事務局（大分県産業科学技術セ
ンター内）へ所定の様式（別途募集時に設定）で申請

申込先
問合せ先

大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議事務局
〒870-1117
大分県大分市高江西1-4361-10
大分県産業科学技術センター内
tel.097-596-7179

(半導体)自社の強みをいかした新分野進出のための開発事業へ補助します
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補助金 現場ニーズ試作品開発補助金

対象者 大分県医療ロボット・機器産業協議会の会員である県内企業

対象事業
医療現場が抱える課題を解決するために医療関連機器の試作品の開
発を行う場合、その経費の一部を補助します。

補助率 ２／３以内

補助上限額等 １００万円

採択予定件数 ３件

申込期間
随時（下記ホームページなどでお知らせします。）
http://medical-valley.jp/

申込方法
交付申請書等（以下のWEBサイトからダウンロード可）を下記の大
分県医療ロボット・機器産業協議会事務局に提出
http://medical-valley.jp/

申込先
問合せ先

大分県医療ロボット・機器産業協議会事務局
（大分県商工労働部新産業振興室）
〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号　大分県商工労働部新産業振興室内
TEL：097-506-3276、FAX：097-506-1753

補助金 国際規格等認証取得支援補助金

対象者 大分県医療ロボット・機器産業協議会の会員である県内企業

対象事業
医療・福祉機器の開発を促進するため、ISO13485、CEマーキン
グ等の認証申請に係る経費の一部を補助します。

補助率 １／２以内

補助上限額等 １００万円

採択予定件数 １件

申込期間
随時（下記ホームページなどでお知らせします。）
http://medical-valley.jp/

申込方法
交付申請書等（以下のWEBサイトからダウンロード可）を下記の大
分県医療ロボット・機器産業協議会事務局に提出
http://medical-valley.jp/

申込先
問合せ先

大分県医療ロボット・機器産業協議会事務局
（大分県商工労働部新産業振興室）
〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号　大分県商工労働部新産業振興室内
TEL：097-506-3276、FAX：097-506-1753

医療・介護福祉現場の抱える課題を解決する試作品開発を補助します

医療関連機器に関する国際規格の取得を補助します
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補助金 おおいた産医療関連機器導入推進補助金

対象者 県内の医療・福祉機関

対象事業
大分県医療ロボット・機器産業協議会の会員企業が開発・製造する
医療・福祉機器の導入を図る県内の医療機関・福祉施設に対して、
導入時に要する費用の一部を補助します。

補助率 １／２以内

補助上限額等 ５０万円

採択予定件数 １０施設

申込期間
随時（下記ホームページなどでお知らせします。）
http://medical-valley.jp/

申込方法
交付申請書等（以下のWEBサイトからダウンロード可）を下記の大
分県医療ロボット・機器産業協議会事務局に提出
http://medical-valley.jp/

申込先
問合せ先

大分県医療ロボット・機器産業協議会事務局
（大分県商工労働部新産業振興室）
〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号　大分県商工労働部新産業振興室内
TEL：097-506-3276、FAX：097-506-1753

補助金 医工連携研究開発推進補助金

対象者
大学等研究機関、医療機関及び医療機器製造販売企業等と連携した
大分県医療ロボット・機器産業協議会の会員企業

対象事業
大学等研究機関、医療機関及び医療機器製造販売企業等の医療・福
祉等に関する技術シーズや知見を活用した医療・看護・介護・福祉
機器等の研究開発を行う場合、経費の一部を補助します。

補助率 ２／３以内

補助上限額等 ４００万円

採択予定件数 ３件

申込期間
2019年５月～６月
(下記ホームページなどでお知らせします。)
http://medical-valley.jp/

申込方法
認定申請書等（以下のWEBサイトからダウンロード可）を下記の大
分県医療ロボット・機器産業協議会事務局に提出
http://medical-valley.jp/

申込先
問合せ先

大分県医療ロボット・機器産業協議会事務局
（大分県商工労働部新産業振興室）
〒８７０－８５０１
大分市大手町３丁目１番１号 大分県商工労働部新産業振興室内
TEL：097-506-3276、FAX：097-506-1753

県内の医療機関・福祉施設等の県産新医療・福祉機器の導入を支援します

医療・看護・介護・福祉機器の研究開発に対して補助します
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補助金 戦略的基盤技術高度化支援事業概要（サポイン事業）

対象者
中小ものづくり高度化法の認定等を受けた中小企業・小規模事業
者および大学、公設試等による共同体。

対象事業

　中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づく
１２技術分野（デザイン、 情報処理、精密加工、製造環境、接
合・実装、立体造形、表面処理、機械制御、複合・新機能材料、
材料製造プロセス、バイオ、測定計測）の向上につながる研究開
発、試作品開発等及び販路開拓への取組を一貫して支援。
　特に、複数の中小企業者と、最終製品製造業者や大学、公設試
験研究機関等が協力した研究開発であって、この事業の成果を利
用した製品の事業化についての売上見込みやスケジュールが明ら
かとなっている提案。

補助率
中小企業・小規模事業者等：２／３以内
大学・公設試験研究機関等：定額（初年度１，５００万円以下）

補助上限額等
単年度あたり4,500万円以下、3年間合計で9,750万円以下。
（H31年度は、上記条件の範囲で柔軟に補助金を受けることが可
能となります。）

採択予定件数 110件程度（予定）

申込期間 2019年１～４月下旬（予定）

申込方法
申請書類の提出は「e-Rad(府省共通研究開発管理システム)」上
でのみ受け付け(https://www.e-rad.go.jp/)

申込先
問合せ先

九州経済産業局　地域経済部　産業技術課
　〒812-8546　福岡市博多区博多駅東２－１１－１
　　　　　　　　（合同庁舎本館）
　ＴＥＬ：０９２－４８２－５４６４

ものづくり企業の研究開発 販路開拓を最大3年間 支援します
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補助金 新連携事業・地域資源活用事業・農商工連携事業

対象者

①新連携事業：異分野の２社以上の中小企業者

②地域資源活用事業：地域資源を活用して新商品・新サービスの開
発・市場化に取り組む中小企業者等

③農商工連携事業：中小企業者と農林漁業者

内容

次の事業計画策定から販路開拓までをトータルで支援します。

①新連携事業
複数の異分野の中小企業者が、それぞれの「強み」を持ち寄り、一
つのグループとして、新しいビジネス（新商品、新サービス）で新
市場を開拓していく事業

②地域資源活用事業
地域の「強み」である産地の技術、農林水産品、観光資源等の地域
資源を活用して新商品・新サービスの開発・市場化に取り組む事業

③農商工連携事業
中小企業者や農林漁業者が一次、二次、三次の産業の壁を越えて有
機的に連携し、互いのノウハウ・技術等を活用することで、両者の
強みを発揮した新商品の開発や販路開拓等を促進する事業

メリット

・関連補助制度による支援
　H30の場合　商業・サービス競争力強化連携支援事業補助金
　　　　 　　　ふるさと名物応援事業補助金
・日本政策金融公庫等による低利融資
・信用保証の特例　など

申込期間 随時

申込方法 下記にお問合せください。

申込先
問合せ先

〒812-0038 福岡市博多区祗園町4番2号
　サムティ博多祇園BLDG.
　独立行政法人 中小企業基盤整備機構 九州本部（中小機構九州）
   連携推進課
　TEL 092-263-0325・0323

補助金獲得につながる企業間連携の計画づくりを支援します
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補助金 大分市中小製造業設備投資補助事業

対象者 製造業を営む大分市内に事業所を有する中小企業（個人企業を含む）

対象事業

自社所有または賃借している工場の下記の内部設備（中古品を含
む）購入費用
■機械及び装置
…製造設備、モーター、ポンプ類等の汎用機械類、その他各種産
業用機械及び装置等（土地建設機械、大型特殊自動車等は除く）

■建物附属設備
…生産事業（生産、加工）の工程上必要な設備（動力用電気設
備、製品の洗浄用・冷却用給排水設備、加熱用のガス設備、ボイ
ラー設備等）、受変電設備等
＊ソフトウエアの更新や、パソコンの購入、工場の解体費、既存
設備の撤去・運搬・処分費、設置工事費、消費税相当額は助成対
象となりません。ただし、ソフトウエアの更新のうち、生産管理
システムを新規に導入し、生産効率の向上やエネルギー利用の効
率化を証明できる場合は助成可

補助率 補助対象経費の１/３

補助上限額等 200万円

採択予定件数 －

申込期間
電話で事前相談を申し込む（予約受付期間4月上旬～5月中旬
頃）
事前相談日　5月末頃

申込方法
指定された相談日に所定の書類を持参し事前相談を行った上で、
申請が可能か審査。

申込先
問合せ先

大分市商工労働観光部商工労政課　工業振興担当班（市役所本庁
舎９階）
〒870-8504　大分市荷揚町２番31号
ＴＥＬ：097-585-6011　FAX：097-533-9077
E-mail：kougyou@city.oita.oita.jp

大分市内の中小製造業の設備投資へ補助します 
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補助金 環境配慮型設備投資利子補給金

対象者

次の要件を満たす企業
①大分市内に工場等を設置し、引き続き1年以上事業を営んでいる
こと
②過去10年以内に環境関連法令に基づく不利益処分を受けていない
こと
③市税に滞納がないこと

対象事業

大分市内に設置する工場等に新たに環境配慮型設備を設置する事業
であって、次の要件を満たすもの
①現に環境関連法令及び公害防止協定による規制基準を下回る水準
で自主規制を行っている企業が、周辺への環境負荷を現状よりさら
に低減させるために行うものであること
②新たに設置する環境配慮型設備への投資額が、1,000万円以上で
あること

補助率 １０/１０

補助上限額等

①補助上限額：3,000万円/年
②補助期間：10年間
③補助対象経費：対象事業に係る借入金に対する利子額（利率は、
大分市環境保全資金融資に係る当該年度の融資利率を上限とする）

採択予定件数 －

申込期間 随時

申込方法
事前に対象事業の可否について審査するため、融資申込前に大分市
創業経営支援課へご相談ください。

申込先
問合せ先

大分市商工労働観光部創業経営支援課　経営金融担当班（市役所本
庁舎９階）
〒870-8504　大分市荷揚町2番31号
TEL：097-585-6029       FAX：097-533-6117
E-mail：keikin@city.oita.oita.jp

大分市内の環境にやさしい中小企業の経営を応援します
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補助金 臼杵市ものづくり産業促進事業補助金

対象者 市内に事業所を有する製造業を営む中小企業（個人企業を含む）

対象事業

・生産拡大や効率化を図るために行う新規設備の導入、既存設備の更
新や改造に要する費用（機械および装置、建物付属設備など）

・販路拡大を図るため県外で開催される商談会等に出展する経費（旅
費、宿泊費、輸送費、出展料）

※補助対象となる設備については、原則として市内業者に発注するこ
と

補助率 １／３以内

補助上限額等 ２００万円

採択予定件数  

申込期間 2019年５月７日～５月３１日（予定）

申込方法 臼杵市産業促進課にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

臼杵市産業促進課
TEL　0972-86-2713　　FAX　0972-64-0203

補助金 宇佐市農林畜水産物・加工品海外販路開拓事業支援補助金

対象者 市内に主たる事業所を有する農林畜水産業者、法人、個人事業者、団体等

対象事業

１．日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）が開催する展示会、商談会等及びその
他国、県、公的機関・団体等が主催・共催・後援する展示会、商談会等で
あって市長が認めるもの
２．定番化を目的とした海外での販売促進活動
ただし、次に該当する事業は補助対象となりません。
（１）対象者が過去に期間を置かずに複数回行った事業と同一内容の事業
（２）展示会、商談会等にあっては、販売を主目的とするもの
（３）販売促進活動にあっては、すでに定番化した商品に係る販売促進活動
（４）その他市長が適当でないと認める事業

補助率
（１）展示会出展費　１／２以内
（２）旅費、輸送費、賃金、宣伝活動費、役務費、使用料及び賃借料
関係、その他市長が特別認める経費　１／３以内

補助上限額等 上限１０万円

採択予定件数  

申込期間 2019年４月１日から１２月３１日

申込方法 下記申込先に持参（申請書は市ＨＰに掲載）

申込先
問合せ先

〒８７９－０４９２
宇佐市大字上田１０３０－１
宇佐市農政課6次産業創造推進係
ＴＥＬ：０９７８－２７－８１５６

宇佐市の農林畜水産物・加工品の海外展開・販売促進活動へ補助します

臼杵市内の中小企業者の設備投資へ補助します
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補助金 九重町特産品・加工品開発支援事業補助金

対象者 町内に住所を有する個人又は町内に事業所を有する法人

対象事業

特産品・加工品の開発のために必要な経費に対して補助金を交付する
① 市場調査費
② 備品購入費
③ 商標登録費
④ 原材料費
⑤ 外注加工費
⑥ 品質検査費
⑦ 専門家謝金
⑧ 旅費交通費
⑨ 広告宣伝費
⑩ その他町長が認めるもの

補助率 補助対象経費の3分の2以内

補助上限額等 30万円

補助期間 最長3年

申込期間 随時

申込方法

補助金交付申請書に必要書類を添付して、下記申込先まで提出
① 誓約書
② 町税等納付状況調書
③ 特産品・加工品開発計画書
④ 補助事業に係る経費の見積書の写し

申込先
問合せ先

九重町 企画調整課
〒87９－４８９５　　九重町大字後野上８番地の1
ＴＥＬ　0973－76－3807
E-mail　kikaku@town.kokonoe.lg.jp

九重町の地域資源を活用した加工品開発へ補助します
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補助金 大分県エネルギー産業企業会エコエネルギーチャレンジ支援事業費補助金

対象者 大分県エネルギー産業企業会会員企業・団体

対象事業
「水素」、「スマートコミュニティ」又は「地域課題の解決や地方創生
に寄与するエコエネルギー（その他）」に係る研究開発、人材育成、又
は販路開拓に関する事業

補助率 研究開発・人材育成：２／３以内、販路開拓：１／２以内

補助上限額等
「水素」、「スマートコミュニティ」：1,０００万円
「その他」：２００万円

採択予定件数
「水素」、「スマートコミュニティ」でそれぞれ1,０００万円以内、
「その他」は２００万円×２件程度

申込期間 2019年４月上旬～５月上旬を予定

申込方法 事業認定申請書を事務局に提出

申込先
問合せ先

大分県エネルギー産業企業会事務局（大分県新産業振興室内）
　TEL：097-506-3263

補助金 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金

対象者 民間企業等

対象事業

①省エネルギー設備への入替
②ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）の導入・実証支援
③ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）の実証支援
④次世代省エネ建材の導入支援

補助率
①１／２，１／３，１／４、②戸建：定額，集合：２／３、③２／３、
④１／２

補助上限額等 未定

採択予定件数 未定

申込期間 未定

申込方法 未定

申込先
問合せ先

①～④執行団体未定（昨年度：一般社団法人環境共創イニシアチブ
（Sii））
大分県商工労働部新産業振興室
医療機器・エネルギー産業振興班　（県庁舎本館７階）
　TEL　０９７－５０６－３２６３

補助金 省エネルギー性能の優れた建設機械の導入に対する補助事業

対象者 民間企業等

対象事業 省エネルギー型建設機械の導入

補助率
昨年度（型式認定　平成２６～２９年度：９／１０又は６／１０、３０
年度以降：６／１０）

補助上限額等 未定（昨年：上限300万円）

採択予定件数 未定

申込期間 未定（昨年：平成３０年５月１６日～平成３１年３月１３日）

申込方法 未定

申込先
問合せ先

執行団体未定（昨年：一般財団法人　製造科学技術センター）
大分県商工労働部新産業振興室
医療機器・エネルギー産業振興班　（県庁舎本館７階）
　TEL　０９７－５０６－３２６３

電気代や燃料代を節約したい企業の設備更新へ補助します

省エネルギー性能の優れた建設機械の導入に対し補助します 

エネルギー関連機器の開発や販路開拓に対し補助します 

-53-



補助金 燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金

対象者 家庭用または業務・産業用燃料電池を設置する者等

対象事業 家庭用または業務・産業用燃料電池の設置

補助率 ・エネファーム（定額）

補助上限額等
未定（昨年度：固定高分子形（ＰＥＦＣ）：基準価格以下の場合 ６万円、
固定酸化物形（ＳＯＦＣ）：基準価格以下の場合 １２万円）

採択予定件数 未定
申込期間 未定（昨年度：４／９～２／２２）
申込方法 未定

申込先
問合せ先

一般社団法人燃料電池普及促進協会（ＦＣＡ）
大分県商工労働部新産業振興室
医療機器・エネルギー産業振興班（県庁舎本館７階）
　TEL　０９７－５０６－３２６３

補助金 クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金

対象者 地方公共団体、法人、個人

対象事業
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル自動
車、燃料電池自動車等の導入

補助率 車両ごとに異なる
補助上限額等 未定（昨年度：トヨタ ＭＩＲＡＩ  ２０２万円　等）
採択予定件数 未定

申込期間 未定（昨年度：４／２０～３／４）
申込方法 未定

申込先
問合せ先

執行団体未定
（昨年：一般社団法人　次世代自動車振興センター）
大分県商工労働部新産業振興室
医療機器・エネルギー産業振興班（県庁舎本館７階）
　TEL　０９７－５０６－３２６３

補助金 燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション
整備事業費補助金

対象者 法人及び個人事業者
対象事業 水素ステーションの整備費用の一部を補助
補助率 ２／３、１／２

補助上限額等 未定（昨年度：オンサイト方式（燃料電池バス対応）３９0百万円　等）
採択予定件数 未定

申込期間
未定（昨年度：一次４／２～４／２３、二次６／８～６／２９、三次１０
／２９～１１／１９）

申込方法 未定

申込先
問合せ先

執行団体未定
（昨年：一般社団法人　次世代自動車振興センター）
大分県商工労働部新産業振興室
医療機器・エネルギー産業振興班（県庁舎本館７階）
　TEL　０９７－５０６－３２６３

エネファーム等の設置へ補助します 

クリーンエネルギー自動車の導入へ補助します 

水素ステーションの設置へ補助します 
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補助金 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
（再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業）

対象者 営利法人、非営利法人、地方公共団体等

対象事業

太陽熱利用、地中熱利用、温度差エネルギー利用、バイオマス熱利
用、雪氷熱利用、バイオマス燃料製造、太陽光発電、風力発電、バイ
オマス発電、小水力発電、地熱発電等（蓄電池含む）の設備の導入等
※「固定価格買取制度」において設備認定を受けないものに限る

補助率 未定（昨年度：太陽光発電1/3以内、その他1/3～2/3以内）

補助上限額等 未定

採択予定件数 未定

申込期間 未定（昨年度：一次４／２６～６／１、二次７／２５～８／３１）

申込方法 未定

申込先
問合せ先

執行団体未定
（昨年度：公益財団法人日本環境協会）
大分県商工労働部新産業振興室
医療機器・エネルギー産業振興班（県庁舎本館７階）
　TEL　０９７－５０６－３２６３

補助金 地域の特性を活かした地産地消型エネルギーシステムの
構築支援事業費補助金

対象者 国内の民間企業、地方公共団体

対象事業
地域の実情に根ざした分散型エネルギーシステムの構築を目指す事業
（１）事業化可能性調査
（２）マスタープラン策定

補助率 ３／４以内

補助上限額等 未定（昨年度：（１）７５０万円、（２）2,000万円）

採択予定件数 未定

申込期間 未定（昨年度：４／9～７／3）

申込方法 未定

申込先
問合せ先

執行団体未定
（昨年度：一般社団法人低炭素投資促進機構）
大分県商工労働部新産業振興室
医療機器・エネルギー産業振興班（県庁舎本館７階）
　TEL　０９７－５０６－３２６３

再生可能エネルギーの設備導入へ補助します 

地産地消型エネルギーシステム構築を支援します 
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補助金 大分県循環型環境産業創出事業費補助金

対象者
県内に事業所を置き又は設置しようとする事業者等で、次に掲げる対
象事業を実施する事業者

対象事業

【発生抑制】
　・原材料の投入抑制や利用率向上等により産業廃棄物の発生を
　　抑制する事業
【減量化】
　・県内で排出される産業廃棄物等の減量化を行う事業
【再生利用】
　マテリアルリサイクル、アップサイクル
　・県内で排出される産業廃棄物等の原料としての再生利用に係
　　る事業
　サーマルリサイクル
　・県内で排出される産業廃棄物等の熱としての再生利用に係る
　　事業

補助率 １／２以内

補助上限額等

【補助対象経費】
　本工事、付帯工事費、機械装置・工事器具費、設計費、その他
【補助上限額】
　発生抑制、減量化、ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ及びｱｯﾌﾟｻｲｸﾙ：１，５００万円以内
　サーマルリサイクル　　　　　　　　　　　：　　７５０万円以内

採択予定件数 －

申込期間 2019年４月～５月（予定）

申込方法
事業認定申請書等必要書類を工業振興課に提出してください。
（大分県ホームページにて様式をダウンロードできます。）

申込先
問合せ先

大分県商工労働部工業振興課
管理・環境班（県庁舎本館７階）
TEL 097-506-3275　FAX 097-506-1753

廃棄物の再資源化等の事業に必要な設備等の導入費用を補助します
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補助金 観光体験サービス開発支援事業費補助金

対象者
(1)観光体験サービス事業者
(2)旅館・ホテル等宿泊施設事業者

対象事業

(1)観光における体験サービスの創出・磨き上げに取り組む観光
　 関連サービス事業者のうち、宿泊施設と連携して商品販売を
　 行う事業者
(2)自社施設内における新たな体験型サービスの創出又は体験型
　 サービス事業者と連携した宿泊商品を創出する事業者

補助率 １／２以内

補助上限額等

○補助上限額：１，０００千円以内

○補助対象経費：報償費、旅費、消耗品費、修繕料、役務費、
　　　　　　　　委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

採択予定件数 (１) 及び(２)を合わせて ５件程度

申込期間 2019年４月２６日～６月２８日

申込方法 事前に下記までご相談ください。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部商業・サービス業振興課
商業・サービス業支援班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3285　FAX 097-506-1754

補助金 宿泊施設受入環境整備支援事業費補助金

対象者 旅館・ホテル等宿泊施設事業者

対象事業

特定の顧客ニーズに応える取組
 例：サイクルツーリズムに対応するための駐輪場整備
 　　初心者登山客受入強化のためのレンタル用登山用具の購入 等
 ※インバウンド対策として行う取組については、２つ以上の取組
 　を内容とすること
 ※審査会により事業認定を行います

補助率 １／２以内

補助上限額等
○補助上限額：１，０００千円以内（下限２００千円）
○補助対象経費：消耗品費、修繕料、役務費、委託料、使用料、
　　　　　　　　工事請負費、備品購入費等

採択予定件数 ２０件程度

申込期間 2019年４月２６日～６月２８日

申込方法 事前に下記までご相談ください。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部商業・サービス業振興課
商業・サービス業支援班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3285　FAX 097-506-1754

宿泊施設と連携した観光体験サービスの創出・磨き上げを支援します

魅力のある宿泊施設づくりを支援します
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補助金 Ｗｅｂページ改善実践支援事業費補助金

対象者 旅館・ホテル等宿泊施設事業者

対象事業

Ｗｅｂページの改善に関する取組
（注）以下の①～②が補助の必須要件となります

　①県が指定するＷｅｂページ改善に関する講座を受講すること
　②県が指定するクリエイターマッチング支援機関による
　　マッチングを受けること

補助率 １／２以内

補助上限額等

○補助上限額：７５０千円以内

○補助対象経費：役務費（クリエイターマッチング経費）、
　　　　　　　　委託料　等

採択予定件数 １０件程度

申込期間 2019年４月中旬～5月下旬

申込方法 事前に下記までご相談ください。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部商業・サービス業振興課
商業・サービス業支援班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3285　FAX 097-506-1754

集客力の高いＷｅｂページづくりを支援します
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補助金 域外消費型商店街等支援事業

対象者
商店街（任意団体含む）、商店街連合組織、商工会・商工会議所、
その他商店街や商業の活性化を目的とする知事の認めた団体

対象事業

 (1)「域外消費型商店街」推進支援事業
　域外からの誘客や消費を呼び込む「域外消費型商店街」を目指す
　取組を支援
　・観光型商店街としての将来ビジョンや域外消費を取り込む戦略、
　　　そのための事業等をとりまとめた「推進プラン（３年間）」を策定し
　　　た商店街に対して、そのプランに基づき実施する事業を市町村と
　　　連携して継続的（最長３年間）に支援
　※ 推進プラン：商店街自らが、域外消費型商店街への転換を図るための将来
　　　　　　　　ビジョンや戦略等の合意形成を図り、目指すべき方向性と実施

　　　　　　　　事業をとりまとめたプラン

 (2)「生活支援型商店街」機能強化事業
　地域に根ざして地域住民の生活を支える小規模な「生活支援型商
　店街」を支援

補助率 補助対象経費の１／３以内かつ市町村補助金額以内（間接補助）

補助上限額等

○補助上限額　２００万円以内
　　　　　　　（ハード１００万円＋ソフト１００万円）
○補助事業者の決定
　(1)については推進プランに基づく事業であるかどうか、(2)につ
　いても事業趣旨に資する取組に該当するか、それぞれ審査を行い
　その結果を踏まえ採択します。

採択予定件数 予算の範囲内

申込期間 公募受付：2019年４月１日～（※先着順）

申込方法
各市町村(窓口：商工担当課)または下記あてにご相談ください。
※ 同じ事業に対して、市町村からも補助が必要です。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部商業・サービス業振興課
商業・サービス業支援班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3283　FAX 097-506-1754

国内外の観光客をターゲットにした外需獲得型の商店街等を支援します
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補助金 地域まちなか活性化・魅力創出支援事業（中心市街地活性化支援事業）

対象者

民間事業者
・地方公共団体を除く企業又は団体であって、法人格を有し定款等
　により代表者、活動内容及び財産管理方法等について確認できる
　もの
※本事業は、中心市街地活性化法に規定する中心市街地活性化基本
　計画の認定を受けている地域に限ります。ただし、(１)調査事業
　及び(３)専門人材活用事業は、基本計画の認定を目指している地
　域も申請が可能です。

対象事業

中心市街地活性化支援事業
(1)調査事業
　　中心市街地活性化に向け、地域の個性や生活者のニーズを把握
　　し、まちの魅力を真に高める方策を探るために行う調査･分析
　　事業について支援

(2)先導的・実証的事業
　　地域の人々と協力・連携して、まちに賑わいを創出するため、
　　先進的な商業・サービス業等に関する中核施設を整備する事業
　　について支援

(3)専門人材活用支援事業
　　中心市街地活性化に向け、補助事業者が行うまちづくりに関し
　　て専門的な知見を有する人材の招聘等を行う事業について支援

※詳細はHP上の公募要領等をご覧ください。

補助率 2／3又は1／2　　※詳細は公募要領等をご覧ください。

補助上限額等
(1)1,000万円又は750万円、(2)2億円又は1億円
(3)1,500万円又は1,000万円
※詳細は公募要領等をご覧ください。

採択予定件数 －

申込期間
2019年４月１日（月）～2019年７月２日（火）
※締切日の12時必着

申込先
問合せ先

経済産業省　地域経済産業グループ　中心市街地活性化室
TEL 03-3501-3754
九州経済局　流通・サービス産業課
TEL 092-482-5456

中心市街地活性化の取組を支援します
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補助金 商店街活性化・観光消費創出事業

対象者

①　商店街組織
(a)商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を
　持った商店街組織
(b) 法人化されていない任意の商店街組織であって、規約等により
　代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者
(c) (a)、(b)に類する組織

②　①と民間事業者の連携体
　※民間事業者：
　　当該地域のまちづくりや商業活性化等の担い手として事業に取
      り組むことができる者であり、定款等に代表者の定めがあり、
      財産の管理等を適正に行うことができる者

対象事業

 
(1)インバウンド・観光需要を取り込む環境整備に必要な取組
　地域と連携し、専門家の指導を受けて実施するインバウンドや観
　光等の新たな需要を効果的に取り込むために必要な商店街の環境
　整備を支援
　(例)免税対応施設、Wi-Fi設備、ゲストハウス、多言語対応化等

(2)インバウンド・観光需要を取り込むイベント等の取組
　地域と連携し、専門家の指導を受けて実施するインバウンドや観
　光等の新たな需要を効果的に取り込むために必要な商店街のイベ
　ント等を支援
　(例)地元グルメや食材の活用、日本文化の体験、世界遺産や産業
　　  観光と連携したイベント等

(３)専門家派遣事業
　商店街が直面する消費ニーズの変化等の構造的な課題に対応し、
　商店街の魅力を向上させ、より実効性の高い取組となるよう、
　上記(1)及び(2)の取組を実施する商店街に対する専門家の派遣
　を支援

補助率 (１)2／３以内、(２)２／３以内、(３)１０／１０定額

補助上限額等
○補助上限額及び下限額
　(1)～(３)の合計額で　上限額：２億円
　　　　　　　　　　   下限額：２００万円

採択予定件数 －

申込期間
2019年４月２日（火）～2019年９月１３日（金）
（経済産業局あて当日消印有効）

申込先
問合せ先

中小企業庁　商業課
TEL 03-3501-1929
九州経済局　流通・サービス産業課　商業振興室
TEL 092-482-5456

商店街の活性化の取組を支援します
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補助金 キャッシュレス・消費者還元事業

対象者

①キャッシュレス発行事業者（A型決済事業者）
　消費者に対して、キャッシュレス決済手段を提供する事業者
　※キャッシュレス加盟店支援事業者（B型決済事業者）によって
　　補助金事務局に登録された中小・小規模事業者で購買を行った
　　消費者に対しポイント還元等の消費者還元を実施いただきます。

②キャッシュレス加盟店支援事業者（B型決済事業者）
　中小・小規模事業者に対して、キャッシュレス決済手段を提供す
　る事業者
　※本制度に参加を希望する中小・小規模事業者の申請を受け付け
　　補助金事務局に登録を行っていただきます。また、店舗への端
　　末導入補助や手数料補助もこの決済事業者経由で行います。

対象事業

(1)消費者への還元
　平成31年10月1日の消費税率引上げ後９か月間について、消費
　者がキャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模の小売店・
　サービス業者・飲食店等で支払いを行った場合、個別店舗につい
　ては５％、フランチャイズチェーン加盟店等については２％を消
　費者に還元

(2)決済端末等の導入補助
　(1)の枠組みに沿って中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を
　導入する際に、必要な端末等導入費用の１／３を決済事業者が負
　担することを前提に、残りの２／３を国が補助

(3)決済手数料の補助
　(1)の枠組みに沿って中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を
　行う際に決済事業者に支払う加盟店手数料(3.25%以下)の１／３
　を期間中補助

(4)キャッシュレス決済の周知・普及
　キャッシュレス化のメリットや本事業の内容を分かりやすく周知・
　普及

補助率 (2)２／３以内、(3)１／３以内

補助上限額等 ー

採択予定件数 ー

申込期間 公募開始次第、経済産業省及び九州経済産業局のHPで公表

申込先
問合せ先

経済産業省　消費・流通政策課　キャッシュレス推進室
TEL 03-3501-1708
九州経済局　流通・サービス産業課
TEL 092-482-5453
問合せ窓口
(キャッシュレス決済事業者向け) TEL 0570-012141
(中小・小規模事業者向け) TEL 0570-000655

中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等を支援します
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補助金 大分市中心市街地商都復活支援事業補助金

対象者

対象事業

補助率

補助上限額等

採択予定件数 －

申込期間 2019年4月1日（月）～2020年３月31日（火）

申込方法
交付申請書等を下記の㈱大分まちなか倶楽部にて受付後、大分市商
工労政課へ提出

申込先
問合せ先

㈱大分まちなか倶楽部
〒870-0035
大分市中央町3丁目6番9号　ガレリア竹町
TEL:０９７－５７３－７３７７　FAX:０９７－５７３－７３７８

大分市商工労働観光部商工労政課　商業にぎわい担当班
TEL:097-537-5959

大分市中心市街地への出店・イベント活動に対し補助します

補助事業 事業内容 補助対象経費 補助率 補助限度額 申請者

１，０００千円 事業者

１，５００千円 商店街団体

2 イベント開催事業
中心市街地への集客に
効果のあるイベントを行
うもの

イベントの開催に係る経費 ３分の２以内
1の事業につき　８００千円
（一の団体につき１年度当たり
２，４００千円を上限とする。）

商店街団体
事業者

3
広域連携イベント
誘致事業

中心市街地への集客及
び交流人口の拡大に効
果のあるイベントを行うも
の

イベントの開催に係る経費 ３分の２以内
1の事業につき　８００千円
（一の団体につき１年度当たり
２，４００千円を上限とする。）

市外の商店街
団体又は市外
に住所を有す
る事業者

4
商店街基盤整備
事業

商店街団体（商工会、商
工会議所、まちづくり会
社等商店街組織と一体と
なり活動している団体等
を含む。）の計画に基づ
き、来街者の利便性向上
を図る施設及び設備の
整備を行うもの

施設及び設備の整備に係
る経費

５０％以内 １商店街　１０，０００千円

商店街団体
（商工会、商工
会議所、まちづ
くり会社等商店
街組織と一体
となり活動して
いる団体等を
含む。）

5
中心部活性化商
店街等連携イル
ミネーション事業

中心市街地の商店街が
連携し、集客に効果のあ
るイルミネーション事業を
行うもの

イルミネーション事業の開
催に係る経費

８０％以内 ８，０００千円

商店街団体
（商工会、商工
会議所、まちづ
くり会社等商店
街組織と一体
となり活動して
いる団体等を
含む。）

6
中心部活性化商
店街等連携イベ
ント事業

中心市街地の商店街が
連携し、集客に効果のあ
るイベント事業を行うもの

イベント事業の開催に係る
経費

８０％以内 ６，０００千円

商店街団体
（商工会、商工
会議所、まちづ
くり会社等商店
街組織と一体
となり活動して
いる団体等を
含む。）

7
中心部活性化商
店街等連携販売
促進事業

中心市街地の商店街が
連携し、集客に効果のあ
る販売促進事業を行うも
の

販売促進事業に係る経費 ３分の２以内 １，０００千円

商店街団体
（商工会、商工
会議所、まちづ
くり会社等商店
街組織と一体
となり活動して
いる団体等を
含む。）

1
まちなか出店支
援事業

空き店舗等を活用して出
店や起業を行うものや商
店街団体が誘致したもの
のうち、中心市街地への
集客を目的とし、事業の
継続性が認められるもの

店舗内外改装に係る経
費、備品購入費及び広告
料

５０％以内
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補助金 別府市中小企業者キャッシュレス機器導入等補助金

対象者

別府市内に事業所を１年以上有する中小企業者
（ただし、小売業・宿泊業・飲食業）
※主とする事業が、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関す
る法律（昭和２３年法律第１２２条）第２条第１項に規定する風
俗営業を行う事業は除く

対象事業
・キャッシュレス機器導入対応事業
・インバウンド対応事業（キャシュレス機器導入が必須条件）

補助率 補助対象経費の2/3

補助上限額等

補助上限額：１５万円以内
補助対象経費
・キャッシュレス機器導入対応事業
　機器導入費・端末機・Wi-Fi設置費（ルーター）等
・インバウンド対応事業
　多言語対応の店舗案内表示やメニュー作成、ホームページ作成
等

採択予定件数 ５０件程度（予算の範囲内）

申込み期間 ２０１９年４月１日～２０２０年３月末日

申込方法 事前に下記までご相談ください。

申込先
問合せ先

〒874-8511
別府市 経済産業部 産業政策課
TEL 0977-21-1132　FAX 0977-23-0552

キャッシュレス導入を検討している中小企業の方へ補助します

-64-



補助金 別府市温泉コンシェルジュ人材育成支援事業補助金

対象者

次の要件を全て満たす者
（１）別府市内で観光業を営んでいること
（２）法人であること
（３）市税を完納していること

対象事業
雇用する従業員（非正規で雇用された者を含む。）に別府溝部学園
短期大学が開設する食物栄養学科温泉コンシェルジュコース（基礎
課程又は応用課程）の必須科目の全てを履修させる事業

補助率 補助対象経費の１／２

補助上限額等 －

採択予定件数 －

申込期間 ２０１９年４月１日～受講生募集終了まで

申込方法

別府市温泉コンシェルジュ人材育成支援事業補助金交付申請書に必
要書類を添えて下記申込先に提出。（事前にご相談ください。）

受講の申込み、授業内容については溝部学園短期大学食物栄養科の
温泉コンシェルジュコース担当（0977-76-5508）へお問合せく
ださい。

申込先
問合せ先

別府市経済産業部産業政策課　産業政策係　（市役所本庁舎４階）
〒874-8511　別府市上野口町1番15号
TEL：0977-21-1132　　FAX：0977-23-0552
E-mail：cin-te@city.beppu.lg.jp

社員に溝部学園短期大学食物栄養科の温泉コンシェルジュコースを受講させる
観光業を営んでいる企業へ補助します
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補助金 中津市商店街空き店舗活用事業補助金

対象者

個人・法人などの新規出店者で以下の要件を満たすもの
・税金の未納がないもの
・他の公的補助金を受けていないこと
・大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内の店舗を活用
するものでないこと

対象事業

　対象地域内の空き店舗（住宅兼店舗物件含む）を有効活用し出店
するために要する経費の一部を助成します。ただし以下の要件を満
たすこと。
・市の定める業種であること
・１週間当たり４日以上、かつ、営業日の午前１１時から午後４時
までの間の３時間を含む時間に営業を行うもの。
・中津商工会議所の経営指導を受けた事業計画であること
・継続して２年以上事業を行うことができるものと認められる事業
であること。
・活用する店舗を補助事業の目的に反して使用し、又は転貸しない
こと

補助率 １／２以内

補助上限額等

〇補助上限額：１００万円以内
〇補助対象経費：店舗改装費（外装工事、内装工事、設備工事、設
計費用等）※施工業者は中津市内に住所又は事務所を有する業者と
する

採択予定件数 ２件程度（予算の範囲内）

申込期間 随時

申込方法 事前に下記までご相談ください。

申込先
問合せ先

中津市　商工農林水産部　商工振興課
〒871-8501　中津市豊田町１４番地３
TEL　097９-22-1111　　FAX　0979-２４-4020

中津市の中心市街地商店街の空き店舗を活用したい方へ補助します 
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補助金 小規模事業者キャッシュレス決済端末導入補助金

対象者 各種商品小売業者、飲食業、宿泊業を営む小規模事業者等

対象事業

増加傾向にある外国人旅行者を含め、国内外の観光客の利便性を向
上させ、地域活性化及び消費喚起につなげるため、飲食店や小売業
等の小規模事業者におけるキャッシュレス決済端末機の整備に要す
る経費の一部を助成します。

クレジットカード、電子マネー決済端末を新しく購入する費用

補助率 ２／３以内

補助上限額等
〇補助上限額：５万円以内
〇補助対象経費：キャッシュレス決済端末機の設置に要する経費

採択予定件数 ３０件程度（予算の範囲内）

申込期間 随時

申込方法 事前に下記までご相談ください。

申込先
問合せ先

中津市　商工農林水産部　商工振興課
〒871-8501　中津市豊田町１４番地３
TEL　097９-22-1111　　FAX　0979-２４-4020

自店舗でキャッシュレス決済を始めたい方へ補助します 
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補助金 まちなかリノベーション推進事業補助金

対象者

ア　開業の日までに市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録さ
　れている個人
イ　開業の日までに市内に本店または事務所を持つ法人
　上記のいずれかに該当し、まちなかの賑わいを生む具体的な計
画を持っている方を対象とします。

対象事業

　日田市内の空き物件・空き地または使途変更により新たな価値
の創造が期待できる不動産を有効活用するための、改装に要する
経費の一部を補助します。ただし下記のほか、市の定める要件を
満たすこと。

・市の定める業種であること。
・自己物件に改装を行う場合は、物件の用途が明確に変わるもの
　であること。※いわゆる“リフォーム”は補助対象外。
・日田市ビジネスサポートセンターの支援を受けた事業計画であ
　ること。
・出店者は週30時間以上営業を行うこと。
・出店後５年以上継続して営業を行う意思があること。
・市内の既存店舗の移転、支店の出店は、過去に本事業及び同様
　の趣旨の事業での助成を受けていない場合のみ対象とする。

補助率 地域・業種により、最大2/3以内

補助上限額等

① 同一の物件内に複数の経営体が共同で出店する場合
　　補助率２／３以内　上限額１５０万円
② 市が定める商店街区域内かつ特定の業種
　　補助率１／２以内　上限額１００万円
③ 市が定める商店街区域内
　　補助率１／２以内　上限額 ７５万円
④ その他
　　補助率１／２以内　上限額 ５０万円

採択予定件数 ４件程度

申込期間
平成3１年4月１日～平成31年2月末日
（予算額に達した場合は即時終了）
※採択にあたって所定の審査があります。

申込方法
交付申請書を記入の上、必要書類を添付し、市商工労政課まで提
出してください。

申込先
問合せ先

〒８７７－８６０１
日田市田島２丁目６－１
日田市　商工労政課　商業・消費生活係
０９７３－２２-８２３９

日田市内まちなかのリノベーションを支援します 
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補助金 臼杵市小規模企業者新規展開事業補助金

対象者
市内に事業所を有する卸売業、小売業、飲食・生活関連サービス業を営
む中小企業（個人企業を含む）

対象事業

既存事業の新規展開や規模拡大、機能向上を図るために行う新規設備の
導入、既存設備の更新や改造に要する費用（店舗の改修費、機械及び装
置など）
※補助対象となる設備については、原則として市内業者に発注すること

補助率 １／３以内

補助上限額等 １００万円

採択予定件数  
申込期間 2019年５月７日～５月３１日（予定）
申込方法 臼杵市産業促進課にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

臼杵市産業促進課
TEL　0972-86-2713　　FAX　0972-64-0203

補助金 臼杵市空き店舗等活用促進事業補助金

対象者
（１）臼杵市内に在住もしくは事業開始後に臼杵市に移住する方
（２）（３）店舗の所有者

対象事業

（１）空き店舗等活用事業
空き店舗等を賃借又は購入並びに空き店舗等の跡地に店舗を建設し出店
する個人又は法人で、商店街・商工会議所・商工会いずれかの推薦を受
けたもの

（２）空き店舗等整備事業
現に営業を行っていない店舗兼住宅を所有する個人又は法人で、店舗と
住宅を分離し店舗部分を空き店舗として貸し出すもの

（３）ショップインショップ整備事業
現に営業を行っている店舗を所有する個人又は法人で、ショップイン
ショップ受入店舗として整備するもの

補助上限額等

（１）空き店舗等活用事業
 事業開始から１年間の外装費・内装費・広報費（当該空き店舗におい
て行う事業に必要な範囲内のものに限る）
対象経費の１／２以内で上限５０万円（商店街への出店に関しては上限
７５万円）
 １年間の賃借料（敷金、礼金、補償金、管理費、共益費その他これら
に類する費用を除く。）
対象経費の１／２以内で上限３０万円

（２）空き店舗等整備事業
店舗兼住宅共用部分の分離に必要な建物の改修工事費、既存設置物等の
撤去工事費（店舗部分を貸しやすくするための改修に限る）
対象経費の１／２以内で上限３０万円

（３）ショップインショップ整備事業
ショップインショップ受入店舗としての整備に必要な改修工事費、既存
設置物等の撤去工事費（ショップインショップ受入店舗としての整備に
必要な改修に限る）
対象経費の１／２以内で上限３０万円

採択予定件数  

申込期間 随時

申込方法 臼杵市産業促進課にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

臼杵市産業促進課
TEL　0972-86-2713　　FAX　0972-64-0203

臼杵市内の中小企業者の設備投資へ補助します

臼杵市内の空き店舗等を活用する方に対して補助します
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補助金 豊後高田市活力アップ戦略的商店街活性化総合支援事業補助金

対象者

①補修・改修費（設備を除く） ②家賃・借地料（12箇月以内）

補助率 1/2以内 10/10

上限額等
100万円
または
50万円

60万円

対象経費

申込期間

申込方法

申込先
問合せ先

豊後高田市商工観光課　０９７８－２２－３１００

豊後高田市活力アップ戦略的商店街活性化総合支援事業補助金交付申請書
に、次に掲げる書類を添えて提出してください。

(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)位置図、平面図、工事設計書その他関係書類

-

昭和の町並みとして、統一的な景観を形成するため店舗を改修、補修する
費用

「昭和のまち」の景観再生の取組へ補助します 

メニュー
昭和の町並み景観統一整備事業

本市中心商店街『昭和の町』にて、昭和のコンセプトに沿って景観などの
再生に取り組む店舗
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補助金 宇佐市街なみ環境整備地区空き家空き店舗対策事業補助金

対象者

補助金の交付の対象となる方は、街なみ環境整備促進区域の指定
を受けた区域、若しくは、促進区域内に接続する都市計画法によ
り定めた商業地域並びに近隣商業地域内の空き店舗等を賃借して
出店する個人または法人もしくは任意団体であって、次の各号の
いずれにも該当する方とします。

(１)　促進区域内等の空き店舗等において、継続して営業するこ
　　とが見込まれ、かつ、週４０時間以上営業を行うこと（ただ
　　し、市長が特に適当と認める場合は、この限りでない）
(２)　市内で営業している店舗を移転する場合は、移転前の店舗
　　を空き店舗としていないこと
(３)　本市の市税を滞納していないこと
(４)　空き店舗等の所有者、当該所有者の３親等以内の親族又は
　　これらの者が所属する法人もしくは任意団体でないこと
(５)　宇佐商工会議所、宇佐両院商工会または四日市商店街振興
　　組合のいずれかに加盟していること
(６)　宇佐市暴力団排除条例（平成23年宇佐市条例第13号）第
　　２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団
　　員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でな
　　いこと

対象事業

空き店舗等を活用し、小売業、飲食業、サービス業、多目的に利
用可能なコミュニティ施設など商店街の集客やイメージアップに
有用で、まちづくりに寄与すると市長が認める事業を行う事業所
の賃借料および来客用駐車場代

補助率 補助対象経費の２分の１以内の額（千円未満切捨て）

補助上限額等

空き家を借りて出店する場合　月額３万円以内
空き店舗を借りて出店する場合　月額５万円以内
※補助対象期間は、営業を開始した日の属する月の翌月から起算
して１２か月以内、かつ予算の範囲内とします。

採択予定件数 －

申込期間
2019年４月１日～2020年2月末日
（予算額に達した場合は即時終了）

申込方法
交付申請書を記入の上、必要書類を添付し、市商工振興課まで提
出してください。

申込先
問合せ先

〒８７９－０４９２
宇佐市大字上田１０３０－１
宇佐市　商工振興課　商工労政係
０９７８－２７-８１６６

宇佐市街なみ環境整備促進区域内に出店する店舗の家賃を補助します 
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補助金 宇佐市周辺地域コンビニエンスストア設立補助金

対象者

補助金の交付の対象者は、市が指定する次の各号のいずれにも該当
する方とします。

(１)　補助対象地域に次のア・イのいずれかに該当するコンビニエ
　　ンスストアを新規に開業する方
ア．宇佐市とコンビニエンスストア収納事務委託契約（以下「コ
　　ンビニ収納契約」という）を締結しているコンビニエンスス
　　トア本部とフランチャイズ加盟などに係る契約を締結してい
　　ること
イ．宇佐市と締結するコンビニ収納契約に基づき市税などの収納
　　事務が可能であること

(２)　本市の市税を滞納していない方

(３)　宇佐市暴力団排除条例（平成23年宇佐市条例第13号）第
　　２条第１号に規定する暴力団若しくは同条第２号に規定する
　　暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有
　　する者でないこと

対象事業
コンビニエンスストアを新規に開業する補助対象者が、コンビニエ
ンスストア本部に対し店舗開業までに支払う加盟金、契約金、開店
準備手数料及び研修費

補助率 補助対象経費の２分の１以内の額（千円未満切捨て）

補助上限額等 １００万円

採択予定件数 －

申込期間
2019年４月１日～予算額に達するまで
※但し、年度内に開業が完了すること

申込方法
交付申請書を記入の上、必要書類を添付し、市商工振興課まで提出
してください。

申込先
問合せ先

〒８７９－０４９２
宇佐市大字上田１０３０－１
宇佐市　商工振興課　商工労政係
０９７８－２７-８１６６

宇佐市の周辺地域で新規にコンビニエンスストアを開業される方へ補助します 
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補助金 日出町中心商店街空き店舗活用事業補助金

対象者
中心商店街（日出町堀から八日市までの範囲）において、空き店
舗を活用し、小売業、飲食サービス業などを開業する中小企業者
等で、次の要件を全て満たす者

要件

①開業に必要な許認可等を受けていること
②町税に滞納がないこと
③日出町商工会に加入済又は加入予定であること
④週4日以上、かつ1日の営業時間が6時間以上であること
⑤当該店舗において、5年以上の営業を行うこと
⑥その他

補助率 補助対象経費（改装費等の2分の1以内）

補助上限額等

【特定創業支援等を受けた者】
100万円
【その他の者】
50万円

採択予定件数 予算の範囲内

申込期間 随時

申込方法 －

申込先
問合せ先

日出町商工観光課商工係　0977-73-3158

日出町中心商店街の空き店舗に出店する方へ改装費等を補助します 
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補助金 認定職業訓練校助成事業費補助金

対象者
職業能力開発促進法第２４条第１項に基づく知事の認定を受けた
職業訓練を実施する中小企業事業主、中小企業事業主の団体又は
その連合団体、及び職業訓練法人等

対象事業

○補助対象訓練生
　中小企業事業主に雇用されている雇用保険の被保険者　等
○補助対象経費
　①職業訓練の運営に要する以下の経費
　　・職業訓練指導員、講師及び教務職員の謝金及び手当
　　・建物の借り上げ及び維持に要する経費並びに機械器具等の
　　　購入等に要する経費
　　・職業訓練指導員の研修及び訓練生の合同学習に要する経費
　　・教科書その他の教材に要する経費
　　・管理運営に要する経費
　②職業訓練の施設又は設備の設置又は整備に要する経費

補助率

補助上限額等

採択予定件数 予算の範囲内

申込期間 厚生労働省の交付申請スケジュールによる

申込方法

　補助を受けるに当たっては、まず、実施する職業訓練について
職業能力開発促進法第２４条第１項に基づく知事の認定を受ける
必要があります。認定基準や認定申請の方法については、下記ま
でお問い合わせください。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部雇用労働政策課
職業能力開発班（県庁本館７階）
TEL 097-506-332８　FAX 097-506-1756

知事の認定を受けた職業訓練の運営費に対し補助します

補助対象経費の２／３、又は厚生労働省の定める算定基準に基づ
いて積算した額のいずれか低い額以内
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補助金 中小企業人材育成支援事業補助金

対象者
次の要件を満たす中小企業(個人事業主を含む）
①大分市内に事業所（本社・支社・工場等）を有すること
②市税に滞納がないこと

対象事業
大分市内に勤務する役員や正規従業員に、業務上必要な能力・技術
等を習得・向上させる研修を受講させる事業

補助率 2/3

補助上限額等
①補助上限額：１企業につき３０万円（1人当たり10万円）
②補助対象経費：研修費、宿泊費、交通費

採択予定件数 ６０社

申込期間
随時（募集は先着順とし、予算額に達し次第、受付終了）
※研修受講後でも申請可

申込方法

交付申請書等（以下のＷＥＢサイトからダウンロード可）を下記の
申込先に提出
http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/14332374359
40/index.html

申込先
問合せ先

大分市商工労働観光部創業経営支援課
経営金融担当班（市役所本庁舎９階）
〒870-8504　大分市荷揚町2番31号
TEL：097-585-6029       FAX：097-533-6117
E-mail：keikin@city.oita.oita.jp

社員に研修を受講させる大分市内の中小企業へ補助します
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補助金 中小企業自主研修応援事業補助金

対象者
次の要件を満たす中小企業(個人事業主を除く）
①大分市内に事務所などがあること
②市税に滞納がないこと

対象事業

次の要件を全て満たす研修を中小企業が自ら企画・開催する事業
①研修の内容が、高度な技術や知識の習得に寄与し、結果として企
業体質強化や競争力向上につながると認められるもの
②研修を受講する者は、対象企業の従業員等（役員、管理職員、
パート従業員等を含む）であること
③研修の開催場所が大分市内であること

補助率 1/2

補助上限額等
①補助上限額：２０万円
②補助対象経費：会場借上料、講師謝礼金、講師招聘旅費、委託料

採択予定件数 ２０社

申込期間 随時（募集は先着順とし、予算額に達し次第、受付終了）

申込方法

交付申請書等（以下のＷＥＢサイトからダウンロード可）を下記の
申込先に提出
http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/13060359084
57/index.html

申込先
問合せ先

大分市商工労働観光部創業経営支援課
経営金融担当班（市役所本庁舎９階）
〒870-8504　大分市荷揚町2番31号
TEL：097-585-6029       FAX：097-533-6117
E-mail：keikin@city.oita.oita.jp

社員向け研修を企画する大分市内の中小企業へ補助します
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補助金 中津市勤労者資格取得支援事業補助金

対象者
①中津市内に居住し、かつ市内事業所に勤務している方または勤
務予定である方
②市内に事業所を有する個人又は法人

対象事業

・職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき実施
される技能検定に要する受験手数料
・自動車整備士技能検定規則に基づき実施される自動車整備士検
定に要する受験手数料
※いずれも対象経費は、実技試験及び学科試験受験手数料の全額

補助率 補助対象経費の２／３以内

補助上限額等
①上限額：１万円
②上限額：2０万円（1人につき1万円×20人分）

採択予定件数 ５０件

申込期間 2020年3月31日（ただし予算額を超えた時点で受付終了）

申込方法
申請書等（以下のWEBサイトからダウンロード可能）を商工振
興課まで提出
http://www.city-nakatsu.jp/infodoc/2017031500148/

問合せ先
中津市　商工農林水産部　商工振興課
〒871-8501　中津市豊田町14番地3
TEL：0979-22-1111　FAX：0979-24-4020

補助金 建設産業若手技能後継者育成事業補助金

対象者 建設業者

対象事業
建設業に従事している若手技能後継者である専従者を、職業訓練
施設で育成する建設業者に対し、補助金を交付します。

補助率 【認定訓練時間×800円／人＋認定訓練日数×5,000円／人】以内

補助上限額等 上限額５０万円

採択予定件数 －

申込期間 2019年４月1日（月）～５月３１日（金）

申込方法 下記の日田市商工観光部商工労政課雇用・労働環境係にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

日田市商工観光部商工労政課　雇用・労働環境係
〒87７-８６０１
日田市田島２丁目６－１
TEL 097３-２２-８２３９　FAX 097３-２２-８２４６

技能検定の受験手数料を補助します　 中津市 

若手技能後継者を職業訓練施設で育成する日田市内の建設事業主へ補助します
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補助金 UIJターン希望者面接・県内企業インターンシップ支援補助金

対象者 県外から大分県内企業に面接、インターンシップに来る者

○ＵＩＪターン希望者面接支援補助金
・現在の勤務地が大分県外の者
・現在無職で、直近の勤務地が大分県外の者
・県外の学校（大学（院）・高専・短大、専門学校、高校等）の
　未就職卒業生
・県外の学校（大学（院）・高専・短大・専門学校）に所属し、
　卒業年次の者

○県内企業インターンシップ支援補助金
・県外に居住する大分県外の学校（大学（院）・高専・短大・
　専門学校等）で修学している者

※申請者と企業の双方が「おおいた産業人財センター」に登録す
る必要があります

補助率 １／２以内

補助上限額等

面接支援補助金:宿泊費実費１泊分（上限１０,８００円）
インターンシップ支援補助金:宿泊費実費５泊分
（上限１０,８００円）
※交通費実費については上限無し
※補助は年度につき1人１回まで

採択予定件数  

申込期間 面接・インターンシップ実施後～当該年度の３月１５日まで

申込方法

申請書等（以下のＷＥＢサイトからダウンロード可）を下記のお
おいた産業人財センターに提出
（※センターへの事前登録が必要）
http://www.pref.oita.jp/site/jinzai-center/uij-2.html

申込先
問合せ先

おおいた産業人財センター
〒８７０－００３５　大分県大分市中央町３－６－１１
ＴＥＬ ０１２０－１１９２０１

大分県商工労働部雇用労働政策課若年者就業支援班
ＴＥＬ ０９７－５０６－３３３２

県外から県内企業に面接、インターンシップに来る際の旅費を補助します
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補助金 雇用調整助成金

対象者 雇用保険適用事業所

対象事業

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動
の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、または出向に
よって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して
助成します。
◎支給要件があります。詳しくは問合せ先でご確認ください。
◎内容は、平成３１年２月２８日現在のものです。

助成率 休業手当等の一部助成２／３（中小企業以外１／２）

助成上限額等
１年間で１００日、３年間で１５０日が上限日数
教育訓練の場合は、１人１日あたり１，２００円加算

採択予定件数 －

申込期間 随時

申込方法 下記までご連絡ください。

申込先
問合せ先

大分労働局大分助成金センター
〒870-0037
大分市東春日町17番20号　大分第２ソフィアプラザビル４階
TEL097-535-2100　または県内各ハローワーク

補助金 労働移動支援助成金

対象者 雇用保険適用事業所

対象事業

　事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等の再就職援
助のための措置を講じる事業主に対して助成します。
(1)再就職支援コース
　再就職援助計画対象者等の再就職を実現するための支援を民間職業
　紹介業者等に委託等して行う事業主に助成
②早期雇入れ支援コース
　再就職援助計画対象者等を離職日から３か月以内に雇い入れた事業
　主に助成
◎支給要件があります。詳しくは問合せ先でご確認ください。
◎内容は、平成３１年２月２８日現在のものです。

助成率 各コースにより異なる

助成上限額等
(1)委託費用の1／2～2／3（1／4～1／3）
　　※上限あり
(2)1人あたり30万円（上限500人）

採択予定件数 －

申込期間 随時

申込方法 下記までご連絡ください。

申込先
問合せ先

大分労働局大分助成金センター
〒870-0037
大分市東春日町17番20号　大分第２ソフィアプラザビル４階
TEL097-535-2100　または県内各ハローワーク

一時的に社員を休業させる事業所に対し助成します

離職を余儀なくされた労働者の再就職を支援する事業主に対し助成します
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補助金 人材確保等支援助成金

対象者 雇用保険適用事業所

対象事業

(1)雇用管理制度助成コース･･･雇用管理制度（評価・処遇制度、研修
　制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度）の導入
　を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に助成
(2)介護福祉機器助成コース･･･介護福祉機器の導入を通じて介護労働
　者の離職率の低下に取り組む介護事業主に助成
(3)介護・保育労働者雇用管理制度助成コース･･･賃金制度の整備を通
　じて介護又は保育労働者の離職率の低下に取り組む事業主に助成
(4)人事評価改善等助成コース･･･生産性向上のための人事評価制度と
　賃金制度の整備を通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の
　低下に取り組む事業主に助成
(5)設備改善等支援コース･･･生産性向上に資する設備への投資を通じ
　て生産性向上、雇用管理改善（賃金アップ）を図る事業主に助成
(6)雇用管理制度助成コース【建設分野】･･･人材確保等支援助成金（
　雇用管理制度助成コース）の支給を受けた上で本助成コースが定め
　る若年者及び女性の入職率に係る目標を達成した中小建設事業主に
　助成
(7)若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース【建設分野】･･･
　若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした建設事業
　主又は建設事業主団体に助成
(8)作業員宿舎等設置助成コース【建設分野】･･･自ら施工する建設工
　事現場に女性専用の作業員施設を賃借した中小元方建設事業主に
　助成。
◎支給要件があります。詳しくは問合せ先でご確認ください。
◎内容は、平成３１年２月２８日現在のものです。

助成率 各コースにより異なる

助成上限額等

(1)目標達成助成　５７万
(2)機器導入助成　支給対象費用の２５％（上限１５０万円）
　　 目標達成助成　支給対象費用の２０％（上限１５０万円）
(3)制度整備助成　５０万円
　　目標達成助成　（第１回）５７万円、（第２回）８５．５万円
(4)制度整備助成　５０万円、目標達成助成　８０万円
(5)雇用管理改善計画期間及び設備投資費用による
(6)制度助成　（第１回）５７万円、（第２回）８５．５万円
(7)【建設事業主】
　　（中小建設事業主）支給対象経費の３／５
　　（中小建設事業主以外の建設事業主）支給対象経費の９／２０
　【建設事業主団体】
　  （中小建設事業主団体）支給対象経費の２／３
　　(中小建設事業主団体以外の建設事業主団体)支給対象経費の1／2
(8)支給対象経費の３／５

採択予定件数 －

申込期間 随時

申込方法 下記までご連絡ください。

申込先
問合せ先

大分労働局大分助成金センター
〒870-0037
大分市東春日町17番20号　大分第２ソフィアプラザビル４階
TEL097-535-2100　または県内各ハローワーク

魅力ある職場づくりのために労働環境の向上を図る事業主に対し助成します
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補助金 求職者資格取得支援事業助成金

対象者 求職者

対象事業
技能講習を受講した求職者に対し、技能講習にかかる経費の助成
を行います。

補助率 技能講習の受講料（テキスト代を除く）の１／２以内

補助上限額等 上限額２万円

採択予定件数 －

申込期間 随時

申込方法 下記の日田市商工観光部商工労政課雇用・労働環境係にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

日田市商工観光部商工労政課　雇用・労働環境係
〒87７-８６０１
日田市田島２丁目６－１
TEL 097３-２２-８２３９　FAX 097３-２２-８２４６

補助金 伝統技能後継者雇用支援事業助成金

対象者 技能・技術の継承を考えている従業員５人以下の事業者

対象事業
従業員５人以下の事業者が、伝統的な木造建築の技能・技術を継
承するために、新たに３０歳未満の従業員を正規採用する際に、
人件費を助成する。

補助率 対象労働者に支払った合計賃金の３分の１

補助上限額等
（「大分県最低賃金」×8H×２０日）×１／３×勤務月数

　※最大３６月分

採択予定件数 －

申込期間 随時

申込方法 下記の日田市商工観光部商工労政課雇用・労働環境係にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

日田市商工観光部商工労政課　雇用・労働環境係
〒87７-８６０１
日田市田島２丁目６－１
TEL 097３-２２-８２３９　FAX 097３-２２-８２４６

日田市内の求職者を対象に技能講習の受講に係る経費を助成します

若手技能後継者を雇用した日田市内の事業主を対象に助成金を交付します
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補助金 キャリアアップ助成金

対象者 雇用保険適用事業所

対象事業

　有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の
労働者の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主
に対して助成します。
（１）正社員化コース
　　有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した
　事業主に対して助成
（２）賃金規定等改定コース
　　有期契約労働者等の賃金規定等を増額改定し、昇給を図った事業
　主に対する助成
（３）健康診断精度コース
　　健康診断の実施が法定外の有期契約労働者等を対象にした健康診
　断精度を新たに規定・実施した事業主に対して助成
（４）賃金規定等共通化コース
　　有期契約労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新た
　に規定・適用した事業主に対して助成
（５）諸手当制度共通化コース
　　有期契約労働者等と正規雇用労働者との共通の諸手当制度を新た
　に規定・適用した事業主に対して助成
（６）選択的適用拡大導入時処遇改善コース
　　500人以下の企業で短時間労働者の社会保険の適用拡大を導入す
　る際に有期契約者労働者の賃金引上げを実施した事業主に助成
（７）短時間労働者労働時間延長コース
　　短時間労働者の所定労働時間を延長すると同時に社会保険に加入
　させた事業主に対して助成
◎支給要件があります。詳しくは問合せ先でご確認ください。
◎内容は、平成３１年２月２８日現在のものです。

助成率 各コースにより異なる

助成上限額等

（１）①有期→正規　１人あたり57万（42.75万円）
　　②有期→無期　１人あたり28.5万円（21.375万円）
　　③無期→正規　１人あたり28.5万円（21.375万円）
（２）賃金規定等の増額改定した人数による
　　①全ての有期契約労働者等の賃金規定を増額改定し昇給した場合
　　　10人以下　95,000円～28.5万円（71,250円～19万円）
　　　11人～100人　１人あたり28,500円（19,000円）
　　②一部の賃金規定を増額改定し昇給した場合
　　　10人以下 47,500円～14.25万円（33,250円～95,000円）
　　　11人～100人　１人あたり14,250円（9,500円）
（３）１事業所あたり38万円（28.5万円）
（４）１事業所あたり57万円（42.75万円）
（５）１事業所あたり38万円（28.5万円）
（６）賃金引き上げ割合による
　　１人あたり19,000円～95,000円（14,250円～71,250円）
（７）延長した所定労働時間数による
　　１人あたり38,000円～19万（28,500円～14.25万円）
※（　）内は中小企業以外

採択予定件数 －

申込期間 随時

申込方法 下記までご連絡ください。

申込先
問合せ先

大分労働局大分助成金センター
〒870-0037
大分市東春日町17番20号　大分第２ソフィアプラザビル４階
TEL097-535-2100　または県内各ハローワーク

パート、契約社員、派遣社員のキャリアアップを促進する取組に対し助成します

-82-



補助金 人材開発支援助成金

対象者 雇用保険適用事業所

対象事業

　労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を
促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能
の習得をさせるための職業訓練などを計画的に実施した場合等に訓練経費や訓
練期間中の賃金の一部を助成します。
（１）特定訓練コース
　　OJTとOff-JTを組み合わせた訓練や若年者に対する訓練、労働生
　産性の向上に資する訓練効果が高い10時間以上の訓練について助成
（２）一般訓練コース
　　職務に関連した知識・技能を習得させるための20時間以上の訓練
　に対して助成
（３）教育訓練休暇付与コース
　　有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して
　訓練を受けた場合に助成
（４）特別育成訓練コース
　　有期契約労働者等に対して行った職業訓練を行った事業主に対し
　て助成
（５）建設労働者認定訓練コース
　　①職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建設事業主ま
　たは中小建設事業主団体、②雇用する建設労働者に有給で認定訓
　練を受講させた中小建設事業主に対して助成
（６）建設労働者技能実習コース
　　雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主ま
　たは建設事業主団体に対して助成
◎支給要件があります。詳しくは問合せ先でご確認ください。
◎内容は、平成３１年２月２８日現在のものです。

助成率 各コースにより異なる

助成上限額等

(1)①賃金助成　１時間あたり760円（380円）
　 ②訓練費助成　実費相当額の45％（30％）
　 ③OJT助成１時間あたり665円（390円）
(2)①賃金助成　1時間あたり380円
　 ②訓練費助成　実費相当額の30％
(3)定額助成　30万円
(4)①Off-JT賃金助成　１時間あたり760円（475円）
　 ②訓練費助成　実費助成(訓練時間数に応じて1人あたりの限度額有)
　 ③OJT訓練実施助成　１時間あたり760円（665円）
(5)①の場合　経費助成　補助対象経費の１／６
　 ②の場合　賃金助成　１人あたり日額4,750円
(6)①経費助成（建設事業主）
　   20人以下の中小建設事業主　支給対象費用の3／4、
      21人以上の中小建設事業主　35歳未満　支給対象費用の7／10
                                              35歳以上　支給対象経費の9／20
　 ②経費助成（建設事業主団体）・・・省略、
    ③賃金助成  20人以下の中小建設事業主　1人あたり日額7,600円
                  　21人以上の中小建設事業主　1人あたり日額6,650円
※（　）内は中小企業以外

採択予定件数 －

申込期間 随時

申込方法 下記までご連絡ください。

申込先
問合せ先

大分労働局大分助成金センター
〒870-0037
大分市東春日町17番20号　大分第２ソフィアプラザビル４階
TEL097-535-2100　または県内各ハローワーク

職業能力開発を促進するため職業訓練などを実施した場合に対し助成します
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補助金 業務改善助成金

対象者 中小企業事業主（事業所規模30人以下）

対象事業
生産性向上のための設備投資などを行って、事業場内の最低賃金
を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などの費用の一部に
対し助成金を支給します。

助成率 3/4

助成上限額等

○事業所内最低賃金を30円以上引上げた場合
　引上げ労働者数1～3人：50万円　4～6人：70万円
　7人以上：100万円
※対象：事業所内最低賃金と地域別最低賃金の差額の30円以内の事業所

採択予定件数 －

申込期間 未定

申込方法 下記の大分労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

大分労働局雇用環境・均等室
〒870-0037
大分市東春日町17-20　大分第２ソフィアビル３階
TEL 097-532-4025　FAX 097-573-8666

生産性向上等を通じ最低賃金を引き上げた事業主に対して助成します
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補助金 時間外労働等改善助成金

対象者 中小企業事業主

対象事業

（１）時間外労働上限設定コース
　就業規則の作成・変更、外部専門家によるコンサルティング、
労務管理用機器等の導入等の取組を実施し、改善の成果を上げた
場合、助成金を支給します。
（２）勤務間インターバル導入コース
　新規に９時間以上の勤務間インターバル制度を導入した場合、
助成金を支給します。
（３）職場意識改善コース
　年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減等に取り組
み、成果目標に達した場合、助成金を支給します。
（４）団体推進
　３社以上の中小企業の事業主団体において、傘下企業の労働時
間短縮や賃金引き上げに向けた生産性向上に取り組んだ場合、事
業主団体に助成金を支給します。

助成率
(1)～(3)３／４
（事業規模30名以下かつ設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5）

(4)定額

助成上限額等

（１）上限額　150万円
（２）９時間以上11時間未満　80万円　11時間以上  100万
円
（３）上限額　100万円
（４）上限額　500万円

採択予定件数 －

申込期間 未定

申込方法 下記の大分労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

大分労働局雇用環境・均等室
〒870-0037
大分市東春日町17-20　大分第２ソフィアビル３階
TEL 097-532-4025　FAX 097-573-8666

長時間労働の是正に取り組む事業主に対して助成します
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補助金 両立支援等助成金

対象者 中小企業・大企業事業主

対象事業

（１）育児休業等支援コース（中小企業のみ）
　①育休取得時・職場復帰時
　「育休復帰支援プラン」を作成し、育休取得、職場復帰させた場
合、助成金を支給します。
　②代替要員確保時
　育休取得者の代替要員を確保するとともに、原職復帰させた場合、
助成金を支給します。
　③職場復帰後支援
　子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、労働者に
利用させた場合、助成金を支給します。
（２）出生時両立支援コース
　男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男
性労働者に育児休業を取得させた場合、助成金を支給します。
   ※この場合の育児休業とは、連続した14日以上（中小企業は5日以
　　上）で、子の出生後８週間以内（子の出生日含む）に開始してい
ること
（３）介護離職防止支援コース （中小企業のみ）
　仕事と介護の両立のために職場環境整備に取り組み、労働者が介護
休暇や介護両立支援制度を取得した場合、助成金を支給します。
（４）女性活躍加速化コース（中小企業のみ）
　行動計画に女性活躍に関する取組目標、数値目標を掲げ、女性が活
躍しやすい職場環境の整備等に取り組み、目標を達成した場合、助成
金を支給します。
（５）再雇用者評価処遇コース
　妊娠、出産、育児、介護又は配偶者の転勤等を理由として退職した
者が復職できる再雇用制度を導入し、希望する労働者を採用した場
合、支給します。

助成率 定額

助成上限額等

(1)①1人当たり育休取得時28.5万円、職場復帰時28.5万円
　　　②1人当たり47.5万円、１年度の上限10人
　　　③1企業当たり制度導入時28.5万円
　　　　　　　　　  制度利用時（子の看護休暇）取得した休暇時間に
                             1,000円を乗じた額、(保育サービス費用補助）
　　　　　　　　　  事業主が負担した費用の3分の2の額
(2)中小企業：最初の1人57万円、2人目以降14.25万円～、
　　　　　　　　育児目的休暇の導入・利用：28.5万円
　 中小企業以外：最初の1人28.5万円、2人目以降14.25万円～、
育児目的休暇の導入・利用：14.25万円
(3)1人当たり介護休業取得時28.5万円、復帰時28.5万円
　 1人当たり介護両立支援制度利用時28.5万円
(4)2つ以上の取組目標達成時　38万円
　 数値目標達成時 28.5万円
(5)中小企業：再雇用者1人目19万円、2人目以降14.25万円
    中小企業以外：再雇用者1人目14.25万円、2人目以降9.5万円
　　※継続雇用6ヶ月後、1年後にそれぞれ支給

採択予定件数 －

申込期間 随時

申込方法 下記の大分労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

大分労働局雇用環境・均等室
〒870-0037
大分市東春日町17-20　大分第２ソフィアビル３階
TEL 097-532-4025　FAX 097-573-8666

仕事と家庭の両立支援や女性の活躍推進に取り組む事業主に対し助成します
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補助金 ６５歳超雇用推進助成金

対象者 雇用保険適用事業所

対象事業

（１）６５歳超継続雇用促進コース
　①　65歳への定年の引上げ
　②　66歳以上への定年の引上げ
　③　定年の定めの廃止
　④　希望者全員を66～69歳まで継続雇用する制度の導入
　⑤　希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入
　のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成
（２）高年齢者無期雇用転換コース
　５０歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換し
た事業主に対して助成
◎支給要件があります。詳しくは問合せ先でご確認ください。
◎内容は、平成３１年２月２８日現在のものです。

助成率 各コースにより異なる

助成上限額等

（１）措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、６０歳以上の雇用保険
　　被保険者数に応じて支給。
　　①１０～１５０万円、②１５～１６０万円、③２０～１６０万円
　　④５～８０万円、⑤１０～１００万円
（２）１人あたり48万円（38万円）
※（　）内は中小企業以外

採択予定件数 －

申込期間 随時

申込方法 下記までご連絡ください。

申込先
問合せ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　大分支部
〒870-0131
大分市皆春1483-1　大分職業能力開発促進センター内
TEL097-522-7255

定年を引き上げる企業に対し補助します
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補助金 特定求職者雇用開発助成金

対象者 雇用保険適用事業所

対象事業

(1)特定就職困難者コース
　高年齢者（60歳～64歳）や障がい者などの就職が特に困難な者
　を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、
　継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成
　①　高年齢者（60歳～64歳）、母子家庭の母等
　②　障がい者
(2)生涯現役コース
　65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等
　の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事
　業主に対して助成
(3)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
　発達障害者または難治性疾患患者を、ハローワークまたは民間の職
　業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い
　入れた事業主に対して助成
(4)障害者初回雇用コース
　障害者雇用の経験のない中小企業が雇用率制度の対象となる障害者
　を初めて雇用し、法定雇用率を達成する場合に助成
(5)生活保護受給者等雇用開発コース
　地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた生
　活保護受給者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹
　介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に助成
◎支給要件があります。詳しくは問合せ先でご確認ください。
◎内容は、平成３１年２月２８日現在のものです。

助成率 定額

助成上限額等

(1)①1人あたり60万円(50万円)、短時間労働者40万円(30万円)
    ②1人あたり120万～240万円（50万円～100万円）
　　　短時間労働者80万円（30万円）
(2)1人あたり70万円（60万円）、短時間労働者50万円（40万円）
(3)1人あたり120万円（50万円）、短時間労働者80万円（30万円）
(4)1企業あたり120万円
(5)1人あたり60万円（50万円）、短時間労働者40万円（30万円）
※（　）内は中小企業以外

採択予定件数 －

申込期間 随時

申込方法 下記までご連絡ください。

申込先
問合せ先

大分労働局大分助成金センター
〒870-0037
大分市東春日町17番20号　大分第２ソフィアプラザビル４階
TEL097-535-2100　または県内各ハローワーク

高年齢者や障がい者を雇用した事業所に対し補助します
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補助金 障害者雇用安定助成金

対象者 雇用保険適用事業所

対象事業

　雇用する障がい者の職場定着を図るため、障がい特性に応じた雇用
管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫を講じる事業主、職場
適応援助者による支援を行う事業主、労働者の治療と仕事を両立させ
るための制度を導入する事業主に対して助成。
(1)障害者職場定着支援コース
　　雇用する障がい者の職場定着のための措置を講じる場合に助成
(2)障害者職場適応援助コース
　　職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を実施する場合に助成
◎支給要件があります。詳しくは問合せ先でご確認ください。
◎内容は、平成３１年２月２８日現在のものです。

助成率 各コースにより異なる

助成上限額等

(1)①柔軟な時間管理・休暇取得
　　　１人あたり８万円（６万円）
 　②短時間労働者の勤務時間延長
　　　１人あたり20万円～54万円（15万円～40万円）
　 ③正規・無期転換
　　　１人あたり45万円～120万円（33万円～90万円）
　 ④職場支援員の配置
　　　職場支援員を雇用契約または業務委託契約により配置
　　　１人あたり月額2万円～4万円（1.5万円～3万円）
　　　職場支援員を委嘱契約により配置　１回あたり１万円
　 ⑤職場復帰支援　　１人あたり月額6万円（4.5万円）
　 ⑥中高年障がい者への雇用継続支援
　　　１人あたり70万円（50万円）
　 ⑦社内理解の促進
　　　講習に要した費用に応じて助成
　　　１事業所あたり3万円～12万円（2万円～9万円）
(2)①訪問型職場適応援助者
　　　１日の支援時間が4時間以上の日　16,000円
　　　１日の支援時間が4時間未満の日　8,000円
    ②企業在籍型職場適応援助者
　　　1人あたり月額4万円～12万円（3万円～9万円）
    ③職場適応援助者養成研修　　　受講料の１／２
※（　）内は中小企業以外

採択予定件数 －

申込期間 随時

申込方法 下記までご連絡ください。

申込先
問合せ先

大分労働局職業安定部職業対策課
〒870-0037
大分市東春日町17番20号　大分第２ソフィアプラザビル３階
TEL097-535-2090　または県内各ハローワーク

障がい者等の職場定着を図る事業主に対し助成します
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補助金 大分市中小企業退職金共済掛金補助制度

対象

事業所（常時雇用する従業員が100人以下。ただし、卸売業・小
売業・サービス業の場合は20人以下）として、はじめて「特定退
職金共済制度」に加入した事業主で、市内に事業所を有し、市税
を完納しているもの。

内容

勤労者にとって勤労意欲の向上や退職後の生活安定につながる退
職金制度に対し補助を行うことで、中小企業事業所に退職金制度
の導入を促し、事業主と従業員の信頼関係の強化・雇用の安定を
図ります。
退職金共済制度のうち、「特定退職金共済制度」にはじめて加入
した事業主に対し、掛金の２０％(上限有)を２年間補助します。

費用 なし

申込期間
初年度12ヶ月目を納付し終えた日から３ヶ月が経過した日の属す
る月の末日まで。

申込方法 必要書類を商工労政課へ提出してください。

申込先
問合せ先

大分市商工労働観光部商工労政課　雇用労政担当班（市役所本庁舎９階）

〒870-8504　大分市荷揚町２番３１号
TEL：097－537－5964　FAX：097-533-9077
E-mail：rousei@city.oita.oita.jp

退職金制度を設ける大分市内の中小企業へ補助します 
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補助金 育児休業制度推進事業助成金

対象者 中小企業者

対象事業
常時９人以下の労働者を使用する事業場を有する事業者が「就業
規則」を新規に作成した場合、就業規則本則の作成に係る経費に
対し助成金を支給します。

補助率 就業規則の作成にかかる委託経費の実費相当額

補助上限額等 上限額２０万円

採択予定件数 －

申込期間 随時

申込方法 下記の日田市商工観光部商工労政課雇用・労働環境係にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

日田市商工観光部商工労政課　雇用・労働環境係
〒87７-８６０１
日田市田島２丁目６－１
TEL 097３-２２-８２３９　FAX 097３-２２-８２４６

補助金 ワークライフバランスセミナー開催事業助成金

対象者 中小企業事業主、各種団体

対象事業
企業や団体が、働き方改革を推進するため、社員向けに開催する
ワークライフバランスセミナーに係る経費を助成します。

補助率 ワークライフバランスセミナーの開催にかかる経費の１／２以内

補助上限額等 上限額２０万円

採択予定件数 －

申込期間 随時

申込方法 下記の日田市商工観光部商工労政課雇用・労働環境係にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

日田市商工観光部商工労政課　雇用・労働環境係
〒87７-８６０１
日田市田島２丁目６－１
TEL 097３-２２-８２３９　FAX 097３-２２-８２４６

就業規則を作成する日田市内の中小企業へ補助します

社員向けワークライフバランスセミナーを開催する日田市内の中小企業へ補助します
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補助金 豊後高田市で働こう！奨学金返済支援事業補助金

対象者 働きながら自身で奨学金を返済中の方

奨学金の種類

4年制以上の大学又は短期大学若しくは専修学校専門課程を卒業し、
在学中に貸与を受けた、次のいずれかの奨学金
・日本学生支援機構の奨学金　・地方自治体が貸与した奨学金
・その他市長が認める公的機関の奨学金

受給要件

・平成29年10月１日以降で市内事業所に就職した者であること
・交付申請年に市内に住民票があり、現に居住していること
・奨学金を自身で返済していること
・交付申請年の前年の給与収入が350万円未満であること
・市税等の滞納がないこと
・他の奨学金返還支援制度を利用していないこと
・市に永住する意思があること
・国や地方公共団体の職員でないこと　　など

補助率 前年の奨学金返済金額の５０％　　※繰上や一括償還は対象外

補助上限額等
総額１００万円または通算60月分のいずれかに達するまで
（前年の返済実績等を確認するため、毎年申請が必要です）

申込期間 2020年１月上旬から同年２月末頃

申込方法 郵送または窓口持参による　　※詳細は市ＨＰ又は電話でご確認ください

申込先
問合せ先

豊後高田市商工観光課　商工労政係
〒879-0692
豊後高田市是永町３９番地３
TEL 0978-25-6219　FAX 0978-22-0955

豊後高田市内で頑張って働きながら奨学金を返済している方へ補助金を交付します
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補助金 宇佐市子育て応援企業助成金

対象者 市内に本社事業所があり、市内において事業活動を行う中小企業

申請要件

・大分労働局に中小企業両立支援助成金（代替要員確保コース）
　の支給申請書を提出し、支給決定通知書の交付を受けた企業
・育児休業を終了した労働者を、原職または原職相当職に復帰さ
　せる　旨の取り扱いを就業規則などに規定
・休業取得者の代替要員を確保
・休業取得者を原職または原職相当職に復帰させたなど

※中小企業両立支援助成金代替要員確保コース
http://oita-
roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyo
u_kintou/_119536.html

補助上限額等

対象育児休業取得者１人当たり２０万円

※同一の年度（各年の４月１日から翌年の３月３１日まで）に
　おいて、本補助金の交付は、１企業当たり延べ１０人まで。

申込期間 随時

申込方法

申請書（以下のWEBサイトからダウンロード可）を宇佐市役所
子育て支援課へ提出してください。申請書は子育て支援課にもあ
ります。
/http://www.usacoco.jp/parenting/information/companie
s/subsidysystem.php

申込先
問合せ先

宇佐市 福祉保健部 子育て支援課
〒879-0492
宇佐市大字上田1030-1
TEL 0978-27-8143（直通）　FAX 0978-32-1766

宇佐市の子育てと仕事の両立支援に取り組む企業へ補助します
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補助金 宇佐市高校生等地元就職応援事業補助金

対象者
宇佐市内に居住し企業に勤務する者で、高校在学時に就職に役立
ち、自己のスキルアップが図れる資格を取得した者

対象事業

資格取得のための試験（講習）の受験料（受講料）

・対象となる資格等（一部抜粋）
電気工事士・危険物取扱者・技能検定・日本商工会議所
簿記検定・実務技能検定協会・秘書検定
小型車両系建設機械特別教育・締固め用機械特別教育
ボイラ取扱技能講習　等

補助率 -

補助上限額等 上限額：2万円

採択予定件数 １００件

申込期間 高等学校等を卒業した翌年度末まで

申込方法
交付申請書を記入の上、必要書類を添付し、市商工振興課まで提
出してください。

問合せ先

〒８７９－０４９２
宇佐市大字上田１０３０－１
宇佐市　商工振興課　商工労政係
０９７８－２７-８１６６

宇佐市の高校生の就職に役立つ資格の受験料を補助します
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補助金 宇佐市ＵＩターン者奨学金返還支援事業補助金

対象者 宇佐市に転入したUIターン者

対象事業
企業の人材不足の解消と定住を促進するため、新たに宇佐市に転入
し、働きはじめた者の奨学金返還を支援する事業です

条　件

・平成28年３月１日以降転入し、転入後１年以内に就職した者
・正規の公務員を除いた、就職した企業の社会保険に加入している者
・専門学校、短期大学、大学において日本学生支援機構並びに
 （公財）大分県奨学会から奨学金貸与を受けその返還をしている者
・市税等の滞納がない者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※その他条件有

補助率 返還金額の５０％

補助上限額等
総額１００万円
（交付回数の上限は１０回。年間補助額は、返還金額や転入・就職し
た月により、上限が異なります。）

申込期間 2020年1月上旬から2020年2月下旬

申込方法 下記の宇佐市商工振興課企業立地推進室にお問い合わせください。

申込先
問合せ先

宇佐市　商工振興課　企業立地推進室
〒879-0492
宇佐市大字上田１０３０番地の１
TEL 0978-27-8167　FAX0978-32-2327

就職を目的に宇佐市に移住した方を対象に奨学金返還金の補助金を交付します
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補助金 玖珠町中小企業等人材育成事業補助金

対象者
玖珠町内の中小企業・小規模事業者、事業者３者以上で構成するグ
ループ

対象事業

(1)民間企業等が実施する研修、講座の受講等
(2)国、県その他の公的機関等が実施する研修、講座の受講等
(3)法令等で定められる業務上必要な特別教育や資格取得又は更新に
資する研修、講座の受講等
(4)中小企業等の事業活動の向上に大きく資する新たな商品開発又は
販路拡大のための取り組み

対象経費

○研修負担金・受講料　○講師謝礼費
○教材費　　　　　　　○会場借上費
○研究開発費（原材料費、技術指導受入費、外注加工費）
○委託費　　　　　　　○出展料　　　　　○旅費　など

補助率 １／２（千円未満は切り捨て）

補助上限額等
中小企業者…１０万円
小規模事業者…３万円
共同事業者…１０万円

採択予定件数 6件

申込期間 随時

申込方法

中小企業等人材育成事業補助金交付申請書に次の書類を添えて提出し
てください。
(1)　事業計画書
(2)　収支予算書
(3)　定款又は事業所の概要がわかるパンフレット等
(4)　玖珠町税完納証明書
(5)　宣誓書(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係)

問合せ先
玖珠町商工観光振興課
TEL ０９７３－７２－７１５３

玖珠町の次世代を担う人材の育成等を補助します 
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１．利用可能な方（詳細は金融機関、大分県信用保証協会、経営創造・金融課にお問い合わせください）

２．申込み手続

※商工会議所・商工会でも申込み可能です。

※組合の共同事業に係る融資の場合は、中小企業団体中央会にお申込みください。

※資金により、事前に県や市町村等の認定書、推薦書等が必要となる場合があります。

３．指定金融機関

① ② ⑧ ⑪

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○

４．平成３１年度の新設・改正資金

事業実績
原則として、県内で６か月以上継続して同一事業をしていること。
（創業資金の場合等、例外があります。）

業　　種
主な利用対象外業種（農林漁業、遊興・娯楽、風俗営業の許可が必要な飲食業、仲介斡旋業、投機的事
業、金融業、保険媒介代理業等を除く保険業、宗教法人等）

①融資申込 ②保証申込

経営に必要となる様々な資金を融資します

融資 中小企業金融対策事業

県では、県内の中小企業・小規模事業者のみなさんの経営に必要な資金を円滑に調達していただ
くため、各種融資制度を運営しています。

　各資金の融資対象者の要件に該当するほかに、信用保証協会の保証対象となる中小企業者または組合（一定の条件を
満たしたＮＰＯ含む）であることなどが必要です。

事業規模
業種ごとに、常時使用する従業員数または資本金のいずれか一方が該当していること。
（ホームページ参照　http://www.pref.oita.jp/soshiki/14040/kenseidosikin.html）

中小企業 指定金融機関 信用保証協会

④融資実行 ③保証承諾

金融機関名
次項（５）の資金番号

③～⑦ ⑨～⑬ ⑫※２

 伊予銀行・福岡銀行・西日本ｼﾃｨ銀行

 肥後銀行・筑邦銀行

 大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・大分みらい信用金庫
 日田信用金庫・大分県信用組合

○ ○ ○

 商工中金大分支店 ○※１ ○ ○

 ①【新設】チャレンジ中小企業応援資金（先端設備等導入融資）
     先端設備を導入することで労働生産性の向上に取り組む企業等に向けた資金

 ②【新設】おんせん県魅力アップサポート資金（キャッシュレス決済導入融資）
   　キャッシュレス決済を導入する企業等に向けた資金

 ③【新設】中小企業活性化資金（危機関連融資）
　　大規模な経済危機や災害等により著しい信用収縮、売上げの減少等により資金が必要な企業等に向けた資金

 ⑤【改正】融資利率及び保証料率の引き下げ
 　（対象資金）創業支援資金、事業承継資金

 北九州銀行・宮崎銀行

 ※１　⑦チャレンジ中小企業応援資金（経営力向上融資）を除きます

 ※２　やさしさライフビジネス支援資金は大分県信用組合のみでの取り扱い
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５．資金の種類

資金名 資金の目的・融資対象者

不況対策

②中小企業活性化資金 赤字、利益減少、売上減少となっている企業に向けた資金

一般資金 ①中小企業振興資金 資金使途を問わない一般的な設備資金・運転資金。

危機関連融資
大規模な経済危機や災害等により著しい信用収縮、売上げの減少等によ
り資金が必要な企業等に向けた資金

④中小企業金融円滑化借換資金
中小企業金融円滑化法施行中に返済猶予を受けた企業が経営改善を図る
ための借換資金

③中小企業経営改善資金
再生手続き開始申立等企業に対して債権を有する企業等に向けて融資す
る緊急の運転資金

経営力向上融資

新事業展開融資 新分野への進出により事業の拡大や経営の安定を図るための資金

ベンチャーサポート融資
次の制度の認定等を受けた企業に向けた資金
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ（一次通過）、大分県ﾄﾗｲｱﾙ発注制度、ｸﾞｯﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ商
品創出支援事業、循環型環境産業創出事業

⑤チャレンジ中小企業応援資金

経営力強化融資
認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自社の経営計画の策定・実
行に取り組む企業に向けた資金

国の認定を受けた経営力向上計画に基づいて、新事業活動に取り組む企
業に向けた資金

⑧金融機関提案型資金
金融機関のサポートを受けながら創業や新事業展開等に取り組む者に向
けた資金（詳細はホームページ参照）

経営革新融資 経営革新計画の認定を受け、付加価値の向上に取り組む企業に向けた資金

経営革新ものづくり産業
特別融資

基盤技術を用いて自動車部品等を製造する企業や、半導体関連企業に向
けた資金

先端設備等導入融資
市町村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて、先端設備を導入
することで労働生産性の向上に取り組む企業等に向けた資金

⑥事業承継資金 事業承継に取り組む企業等に向けた資金

特定経営承継関連融資 県の認定を受けた事業承継に取り組む企業の代表者に向けた資金

キャッシュレス決済導入融資 キャッシュレス決済を導入する観光関連企業等に向けた資金

⑦おんせん県魅力アップ
　サポート資金

交流人口増加への対応等を行う宿泊業、飲食業、小売業等観光関連の企
業に向けた資金

創業支援

⑨創業支援資金

前向きな●
取組支援等

創業等支援融資
新たに事業を開始する者、創業から１年を経過していない企業等に向け
た資金（自己資金不要）

再挑戦支援融資 事業の廃止から５年を経過していない者が再び事業を開始する場合の資金

新事業創出融資
新たに事業を開始する者、創業から１年を経過していない企業等に向け
た資金（自己資金が必要）

特別融資 激甚災害として指定された災害又は災害救助法に規定する規模の災害

納税要件等を満たした小規模事業者に向けた資金

災害復旧

⑩災害復旧資金

一般融資 火災、風水害その他災害により被災し復旧を図ろうとする者

知事指定災害融資 知事が特に認める火災、風水害その他災害

耐震化資金 耐震化促進融資

その他

小規模
事業者

⑪小口零細企業資金

普通貸付
従業員２０人以下（商業サービス業は５人以下）の小規模事業者に向け
た小口資金

個人向け無担保無保証人貸付

県の施策
対応等●

やさしさライフビジネス支援資金（女性や高齢者の雇用促進、福祉、環
境等の社会性のある事業に向けた資金）

地域振興等の施策対応資金

進出企業取引促進融資・地域資源活用事業振興融資
新エネルギー施設等導入融資・海外展開支援融資
環境保全対策融資・福祉のまちづくり条例融資
ＢＣＰ策定企業特別融資・働き方改革等推進特別融資

緊急対応資金 国際経済変動対策融資

⑫地域産業振興資金
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６．融資条件（詳細はホームページ参照、または金融機関、経営創造・金融課にお問い合わせください）

資金名
融資限度額
（万円）

融資（年）
（うち据置）

融資利率 保証料率

一般資金 ①中小企業振興資金
設備・運転

企業 8,000
組合 10,000

10(1)

１年以内　1.9%
５年以内　2.2%
７年以内　2.4%

10年以内　2.6%

1.15%以内

0.75%以内

危機関連融資
設備・運転

 28,000 10(2) 知事が別に定める

③中小企業経営改善資金
運転 2,500

※
10(1)

※

７年以内　1.8%
10年以内　2.0%
15年以内　2.4%

0.75%以内
　※

④中小企業金融円滑化借換資金 運転 16,000 15 0.75%以内

0.35%

設備 7(1)
運転 5(1)
借換10(1)

0.15%

経営革新融資
設備・運転

 8,000

ベンチャーサポート融資

経営力強化融資

10(1)

設備・運転
 8,000

不況対策

②中小企業活性化資金
設備・運転

 8,000 10(1)
７年以内　1.8%

10年以内　2.0%

特別融資

⑦おんせん県魅力アップ
　サポート資金

設備・運転
 28,000

設備 15(2)
運転 10(1)

７年以内　1.8%
10年以内　2.0%
15年以内　2.4%

0.25%

キャッシュレス決済導入融資
設備・運転

 1,000 5(1) 0.15%

⑧金融機関提案型資金 指定金融機関所定
信用保証
協会所定

1.8% 0.35%

新事業創出融資
設備・運転

 1,500

10(1)
７年以内　1.6%

10年以内　1.8%

2.1% 0.85%

前向きな●
取組支援等

⑤チャレンジ中小企業応援資金

新事業展開融資

⑥事業承継資金 設備・運転
 28,000

設備 15(2)
運転 10(1)

７年以内　1.6%
10年以内　1.8%
15年以内　2.2%

0.25%
（大分県信用保証協

会
割引後の保証料率）特定経営承継関連融資

経営力向上融資
設備・運転

 8,000 10(1)

先端設備等導入融資
設備・運転

 28,000 10(1) 0.20%

0.20%経営革新ものづくり産業
特別融資

設備 20,000 15(1)

10(2) 0.35%

知事指定災害融資 知事が別に定める

0.35%
（大分県信用保証協

会
割引後の保証料率）

創業等支援融資 設備・運転
 2,000再挑戦支援融資

小規模
事業者

⑪小口零細企業資金

普通貸付 設備・運転
 2,000

10(1)

１年以内　1.5%
５年以内　1.8%
７年以内　2.3%

10年以内　2.5%

0.85%以内

個人向け無担保無保証人貸付 0.70%

災害復旧

⑩災害復旧資金

一般融資 設備・運転
 3,500

10(2)

創業支援

⑨創業支援資金

７．問合せ先
大分県商工労働部経営創造・金融課　金融・再生支援班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3226　FAX 097-506-1882

耐震化資金
設備・運転

 28,000 20(2) 0.25%

その他
設備・運転 500

NPOつなぎ 1,000

設備 10(1)
運転 10(1)
つなぎ 1A

大分県信用組合
短期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄ

－

県の施策
対応等●

⑫地域産業振興資金

地域振興等の施策対応資金
設備・運転

企業 8,000
組合 10,000

10(1)

　　　2.1%

 ※耐震化促進融資●
  　5年以内 1.0%
   10年以内 1.2%
   15年以内 1.6%
   20年以内 2.2%

0.85%以内

緊急対応資金
設備・運転

企業 3,500
組合 7,000
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融資 過疎地域等企業立地特別資金

対象者

以下の要件を満たす中小企業
・過疎地域等（※）に新たに立地
・業種は、製造業、商品検査業、ソフトウエア業、自然科学研究
所、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス
業、デザイン業、機械設計業、エンジニアリング業、運輸業、観
光・レジャー業、BPO事業、コールセンター業
・新規雇用１０人以上で、その地域内の住民を２割以上雇用する
予定があること。ただし、ソフトウエア業、情報処理・提供サー
ビス業、インターネット付随サービス業、デザイン業、機械設計
業については、新規雇用５人以上で、その地域内の住民を２割以
上雇用する予定があること。

※対象となる過疎地域については下記までお問い合わせ下さい。

対象事業 事業所の新設に伴う土地、建物、設備の取得

融資限度額 ３億円（融資対象事業の１／２以内）

融資利率 融資実行日の長期プライムレートの１／２

融資期間 １０年以内（据置期間２年以内を含む）

償還方法 元金均等月賦償還

指定金融機関 大分銀行、豊和銀行、商工中金大分支店

担保等融資条件 指定金融機関の定めるところによる

申込方法
融資対象認定願等を下記の経営創造・金融課に提出。
詳しくは下記までお問い合わせ下さい。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部経営創造・金融課
金融・再生支援班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3226　FAX 097-506-1882

過疎地域に事業所を新設する企業に対して融資します
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融資 インテリジェントタウン企業立地促進資金

対象者

・インテリジェントタウン内（大分市高江）に新たに立地する企業
・新規雇用10人以上
・業種：ソフトウエア業、情報処理サービス業、デザイン業、機械
設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所

対象事業 事業所の新設に伴う土地、建物、設備の取得

融資限度額 ３億円（融資対象事業の１／２以内）

融資利率 融資実行日の長期プライムレートの１／２

融資期間 １０年以内（据置期間２年以内を含む）

償還方法 元金均等月賦償還

指定金融機関 大分銀行、豊和銀行、商工中金大分支店

担保等融資条件 指定金融機関の定めるところによる

申込方法
融資対象認定願等を下記の経営創造・金融課に提出。詳しくは下記
までお問い合わせ下さい。

申込先
問合せ先

大分県商工労働部経営創造・金融課
金融・再生支援班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3226　FAX 097-506-1882

融資 地域未来投資促進法又は地域再生法に基づく日本政策金融公庫の低利融資

対象者

以下の要件を満たす中小企業
①地域未来投資促進法の場合
　大分県から承認された地域経済牽引事業計画にしたがって事業を
行う企業

②地域再生法の場合
　大分県から認定された地方活力向上地域特定業務施設整備計画に
したがって事業を行う企業

対象事業 各種計画に基づく事業

融資限度額 ７億２千万円（直接貸付）

融資利率 特別利率③（２億７千万円まで）

融資期間
設備資金２０年以内（据置期間２年以内）
運転資金７年以内（据置期間２年以内）

償還方法 日本政策金融公庫の定めるところによる

指定金融機関 日本政策金融公庫

担保等融資条件 日本政策金融公庫の定めるところによる

申込方法 日本政策金融公庫に事前にご相談ください

申込先
問合せ先

（株）日本政策金融公庫大分支店
TEL 097-532-4106

計画に基づき設備投資を行う中小企業に対して融資します

インテリジェントタウン内に事業所を新設する企業に対して融資します
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融資（認定） 事業承継に係る金融支援制度の認定

対象者 事業承継に係る金融支援制度の認定を受けようとする中小企業者

内容
事業承継の際に、会社や代表者個人が必要とする資金について、県
の認定を受け、金融機関や信用保証協会の審査を経ることで、融資
が受けられる制度です。

メリット

・認定を得た会社や、後継者である個人事業主あるいは代表者個人
が資金を必要とする場合に、政府系金融機関（日本政策金融公庫、
沖縄振興開発金融公庫）が低利融資制度により支援します。
・認定を得た会社及び個人事業主が事業承継に関する資金を民間金
融機関から借り入れる場合に、信用保証協会から保証（通常枠とは
別枠が用意されます）を受けることができます。

申込期間 随時

申込方法

認定申請書等（以下のWEBサイトからダウンロード可）を下記の
経営創造・金融課に提出
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2014/1412
17Yoshiki.htm

申込先
問合せ先

大分県商工労働部経営創造・金融課
金融・再生支援班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3226　FAX 097-506-1882

低利融資を受けたい会社の後継者についての認定を行います
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融資 小規模事業者経営改善資金〔マル経融資〕

対象者

小規模事業者(※)で、最近1年以上、商工会・商工会議所の管轄地域で
事業を行っている者のうち、商工会・商工会議所の経営・金融に関す
る経営指導を原則6ヶ月以上受け、推薦を受けた者。
※小規模事業者：常時使用する従業員が20人以下の法人・個人事業
主。ただし、商業、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)は５人以下。

対象事業
運転資金(仕入資金、手形決算資金、給与・ボーナスの支払い等)
設備資金(工場・店舗の改装資金、車両購入、機械設備の購入等)

融資限度額 2,000万円

融資利率 1.11％（特利Ｆ：平成3１年２月１４日現在）

融資期間 設備資金10年以内(据置2年以内)、運転資金７年以内(据置1年以内)

償還方法 元金均等返済

指定金融機関 日本政策金融公庫（国民生活事業）

担保等融資条件 無担保・無保証人

申込方法 最寄りの商工会・商工会議所へ連絡してください。

申込先
問合せ先

■商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
　①最寄りの商工会
　②大分県商工会連合会
　　〒870-0026大分市金池町3-1-64（大分県中小企業会館5階）
■商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
　　最寄りの商工会議所

小規模事業者の資金調達を支援します
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融資 中小企業者向け融資（小規模企業者事業資金・中小企業者事業資金・季節資金）

対象者
大分市内に住所及び事業所を引き続き1年以上有している中小企業者（同一事
業経営1年以上）

資金使途
①小規模企業者事業資金：運転資金、設備資金
②中小企業者事業資金：運転資金、設備資金
③季節資金：運転資金

融資限度額
①小規模企業者事業資金：1,250万円
②中小企業者事業資金：3,000万円
③季節資金：600万円

融資利率

①小規模企業者事業資金：年1.9％
②中小企業者事業資金：年2.1％
③季節資金：年1.8％

※別途信用保証料が必要
①小規模企業者事業資金：年0.5％～2.2％（市が全額補助）
②中小企業者事業資金：年0.45％～1.9％（市が75％～85％の範囲内で補
助、セーフティネット保証の認定を受けた方は市が全額補助）
③季節資金：信用保証を付す、付さないは取扱金融機関の定めるところによ
る

融資期間
①小規模企業者事業資金：1年超10年以内（据置可能期間：1年以内）
②中小企業者事業資金：1年超10年以内（据置可能期間：1年以内）
③季節資金：6ヵ月以内

償還方法
①小規模企業者事業資金：元金均等月賦償還
②中小企業者事業資金：元金均等月賦償還
③季節資金：一括償還又は割賦償還

指定金融機関

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、大分県信用組
合、商工中金、みずほ銀行（※）、三井住友銀行（※）、西日本シティ銀
行、伊予銀行、北九州銀行、肥後銀行（※）、愛媛銀行
※季節資金は除く

担保等融資条件

①小規模企業者事業資金：担保は原則不要、連帯保証人は原則として会社の
代表者を除いては保証人を徴求しない
②中小企業者事業資金：担保は必要に応じて徴求する、連帯保証人は原則と
して会社の代表者を除いては保証人を徴求しない
③季節資金：担保等が必要かどうかは取扱金融機関の定めるところによる。

申込方法 指定金融機関の大分市内の本・支店へご相談ください。

問合せ先

大分市商工労働観光部創業経営支援課　経営金融担当班（市役所本庁舎９
階）
〒870-8504　大分市荷揚町2番31号
TEL：097-585-6029       FAX：097-533-6117
E-mail：keikin@city.oita.oita.jp

融資の面から大分市内の中小企業の経営を応援します
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融資 中小企業者向け融資（開業資金）

対象者
中小企業者及び開業予定の個人
※申込時において大分市内に居住しており、かつ大分市内に開業予定
の者又は開業1年未満の者（自己資金が必要な場合有）

資金使途 運転資金、設備資金

融資限度額
1,000万円
ただし、創業支援事業者が実施する特定創業支援事業を受けている場
合は1,500万円（※証明必要）

融資利率
年1.9%
※別途信用保証料が必要　年1.0％（市が全額補助）

融資期間
1年超7年以内
ただし、創業支援事業者が実施する特定創業支援事業を受けている場
合は1年超10年以内（据置可能期間：1年以内）

償還方法 元金均等月賦償還

指定金融機関
大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、大分県信
用組合、商工中金、みずほ銀行、三井住友銀行、西日本シティ銀行、
伊予銀行、北九州銀行、肥後銀行、愛媛銀行

担保等融資条件
担保は不要、連帯保証人は原則として会社の代表者を除いては保証人
を徴求しない

申込方法 指定金融機関の大分市内の本・支店へご相談ください。

問合せ先

大分市商工労働観光部創業経営支援課　経営金融担当班（市役所本庁舎９階）

〒870-8504　大分市荷揚町2番31号
TEL：097-585-6029       FAX：097-533-6117
E-mail：keikin@city.oita.oita.jp

融資 中小企業者向け融資（環境保全資金）

対象者
大分市内に工場等を引き続き1年以上有している中小企業者及び中小
企業団体（同一事業経営1年以上）

資金使途
環境保全資金施設の設置・改善、水素自動車等の購入、PCB（ポリ塩
化ビフェニル）の処理及びそれに伴う機器等の更新など

融資限度額 1,000万円

融資利率
年1.9%
※別途信用保証料が必要　年0.45％～1.9％（市が全額補助）

融資期間 1年超10年以内（据置可能1年以内）

償還方法 元金均等月賦償還

指定金融機関
大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、大分県信
用組合、商工中金、みずほ銀行、三井住友銀行、西日本シティ銀行、
伊予銀行、北九州銀行、肥後銀行、愛媛銀行

担保等融資条件
必要に応じて担保を徴する。連帯保証人は不要。（法人の場合は代表
者を連帯保証人とする）

申込方法 指定金融機関の大分市内の本・支店へご相談ください。

問合せ先

大分市商工労働観光部創業経営支援課　経営金融担当班（市役所本庁舎９階）

〒870-8504　大分市荷揚町2番31号
TEL：097-585-6029       FAX：097-533-6117
E-mail：keikin@city.oita.oita.jp

大分市内での開業資金を融資します

環境にやさしい経営を行う大分市内の中小企業へ融資します
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融資 中小企業振興資金貸付金

対象者

市内に事業所を有し、引き続き１年以上同一事業を営んでいる
①中小企業合理化資金　　…中小企業者
②中小企業経営安定資金　…中小企業者
③小規模企業者振興資金　…小規模企業者
④年末年始特別資金融資　…中小企業者

対象事業
①②③…運転資金、設備資金
④…運転資金

融資限度額

①1,500万円
②1,000万円
③600万円
④500万円

融資利率 いずれも年1.8％

融資期間
①②…１０年以内
③…運転資金（５年以内）、設備資金（７年以内）
④…６ヵ月以内

償還方法
①②③…月賦償還
④…一括または別府償還

指定金融機関 大分銀行、豊和銀行、大分みらい信用金庫、伊予銀行、西日本シティ銀行、大分県信用組合

担保等融資条件
①②④…必要に応じて徴求
③…不要（法人の場合は代表者を連帯保証人とする）

申込方法 各金融機関にてお申し込みください。

申込先
問合せ先

〒874-8511
別府市 経済産業部 産業政策課
TEL 0977-21-1132　FAX 0977-23-0552

別府市内の中小企業向けの融資制度です
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融資 中小企業開業資金

対象者
別府市内中小企業者及び開業予定の個人。申し込み時において市
内に居住しており、市内に開業予定の方、又は開業１年未満の方

対象事業 創業に必要な設備資金、運転資金

融資限度額 1,000万円

融資利率 年１．８％（保証料は市が全額補助）

融資期間 １０年以内

償還方法 月賦償還

指定金融機関 大分銀行、豊和銀行、大分みらい信用金庫、伊予銀行、西日本シティ銀行、大分県信用組合

担保等融資条件 不要（法人の場合は代表者を連帯保証人とする）

申込方法 各金融機関にてお申し込みください。

申込先
問合せ先

〒874-8511
別府市 経済産業部 産業政策課
TEL 0977-21-1132　FAX 0977-23-0552

融資 公害防止設備改善資金

対象者
別府市公害防止設備改善資金申込にかかる認定を受けた方で、公
害防止にかかる事業を要する方

対象事業 公害防止施設等の設置、改善及び工場等の移転にようする資金

融資限度額 1,000万円

融資利率 年１．８％（保証料は市が全額補助）

融資期間 １０年以内

償還方法 月賦償還

指定金融機関 大分銀行、豊和銀行、大分みらい信用金庫、伊予銀行、西日本シティ銀行、大分県信用組合

担保等融資条件 必要に応じて徴求します

申込方法 各金融機関にてお申し込みください。

申込先
問合せ先

〒874-8511
別府市 経済産業部 産業政策課
TEL 0977-21-1132　FAX 0977-23-0552

別府市内での開業資金を支援する融資制度です

公害防止にかかる事業向けの融資制度です
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融資 中津市創業資金融資制度

対象者

以下の要件を満たす中津市内の中小企業者
・事業を営んでいない個人で、1月以内に新たに事業を開始する具
体的計画を有する者
・事業を営んでいない個人で、2月以内に新たに会社を設立し、事
業を開始する具体的計画を有する者
・会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに
会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること
（中小企業者の行為に限る）
・上記の創業者等であって、事業開始から1年を経過していない者
・税金の未納がない者

対象事業
創業又は創業により行う事業の実施のために必要となる設備資金及
び運転資金（新会社設立のための資本金（株式取得資金をいう。）
を除く。）

融資限度額 ５００万円以内

融資利率 年２．０％

融資期間 ７年以内（据置期間１年以内を含む）

償還方法 分割払い

指定金融機関
大分銀行、福岡銀行、豊和銀行、北九州銀行、西日本シティ銀行、
大分みらい信用金庫、大分県信用組合
（すべて中津市内の支店に限る）

担保等融資条件 信用保証協会の保証

申込方法
申請書等（以下のWEBサイトからダウンロード可）を上記金融機関
に提出
http://www.city-nakatsu.jp/doc/2011100109737/

申込先
問合せ先

・各金融機関
・中津市　商工農林水産部　商工振興課
　〒871-8501　中津市豊田町14番地3
　TEL：0979-22-1111　FAX：0979-24-4020

中津市内で創業する方へ融資します
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融資 日田市中小企業振興資金融資制度

対象者
日田市内に引き続き１年以上住所及び事業者を有し、１年以上同
一の事業を営んでいる中小企業者

対象事業 事業に必要な設備資金、運転資金

融資限度額 １００万円以上1,000万円以内

融資利率 年１．８％（設備資金の保証料は市が全額補助）

融資期間 １０年以内

償還方法 元金均等月賦償還

指定金融機関 日田市内の大分銀行、豊和銀行、大分県信用組合、日田信用金庫、福岡銀行、筑邦銀行、西日本シティ銀行の本店及び各支店

担保等融資条件 原則として無担保無保証人（法人の場合は代表者を連帯保証人とする）

申込方法 指定金融機関にて申し込み

申込先
問合せ先

日田市商工観光部商工労政課　地域産業支援係
〒87７-８６０１
日田市田島２丁目６－１
TEL 097３-２２-８２３９　FAX 097３-２２-８２４６

融資 日田市中小企業振興資金融資制度（季節資金）

対象者
日田市内に引き続き１年以上住所及び事業者を有し、１年以上同
一の事業を営んでいる中小企業者

対象事業 運転資金

融資限度額 ５０万円以上１00万円以内

融資利率 年１．７％（保証料は市が全額補助）

融資期間 夏期５か月以内、冬期６か月以内

償還方法 元金均等月賦償還

指定金融機関 日田市内の大分銀行、豊和銀行、大分県信用組合、日田信用金庫、福岡銀行、筑邦銀行、西日本シティ銀行の本店及び各支店

担保等融資条件 原則として無担保無保証人（法人の場合は代表者を連帯保証人とする）

申込方法 指定金融機関にて申し込み

申込先
問合せ先

日田市商工観光部商工労政課　地域産業支援係
〒87７-８６０１
日田市田島２丁目６－１
TEL 097３-２２-８２３９　FAX 097３-２２-８２４６

日田市の中小企業の設備資金・運転資金を融資します

日田市の中小企業の運転資金（季節資金）を融資します
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融資 日田市中小企業振興資金融資制度（開業資金）

対象者
日田市内に引き続き１年以上住所及び事業者を有し、かつ市内で
開業予定、または市内に住所及び事業所を有する開業１年未満の
方

対象事業 創業に必要な設備資金、運転資金

融資限度額 １００万円以上1,000万円以内

融資利率 年１．８％（保証料は市が全額補助）

融資期間 ７年以内

償還方法 元金均等月賦償還

指定金融機関 日田市内の大分銀行、豊和銀行、大分県信用組合、日田信用金庫、福岡銀行、筑邦銀行、西日本シティ銀行の本店及び各支店

担保等融資条件 不要（法人の場合は代表者を連帯保証人とする）

申込方法 指定金融機関にて申し込み

申込先
問合せ先

日田市商工観光部商工労政課　地域産業支援係
〒87７-８６０１
日田市田島２丁目６－１
TEL 097３-２２-８２３９　FAX 097３-２２-８２４６

融資 日田市中小企業振興資金融資制度（女性若者起業支援資金）

対象者
日田市内に引き続き１年以上住所及び事業者を有し、かつ市内で
開業予定、または開業１年未満の方であって、女性または４０歳
未満の方、及び転入１年未満の方

対象事業 創業に必要な設備資金、運転資金

融資限度額 １００万円以上５00万円以内

融資利率 年１．８％（利息及び保証料は市が全額補助）

融資期間 ７年以内

償還方法 元金均等月賦償還

指定金融機関 日田市内の大分銀行、豊和銀行、大分県信用組合、日田信用金庫、福岡銀行、筑邦銀行、西日本シティ銀行の本店及び各支店

担保等融資条件 不要（法人の場合は代表者を連帯保証人とする）

申込方法
女性若者起業支援資金融資斡旋申込書及び事業計画書等を日田市
商工労政課に提出

申込先
問合せ先

日田市商工観光部商工労政課　地域産業支援係
〒87７-８６０１
日田市田島２丁目６－１
TEL 097３-２２-８２３９　FAX 097３-２２-８２４６

日田市内での女性及び若者等の起業を応援します

日田市内での開業資金を融資します
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融資 中小企業振興資金貸付金

対象者

中小企業者振興資金・小規模企業者振興資金（1,000万円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　…中小企業者、新規創業者
創業支援振興資金（1,000万円）…新規創業者
女性創業者支援振興資金（500万円）…女性創業者

対象事業 運転資金、設備資金

融資限度額 1,000万円(創業支援・女性創業者振興資金は併用可、合算で1,500万円）

融資利率 年2.0％(女性創業者振興資金は年1.8％)

融資期間 10年以内
(小規模企業者 措置6ヶ月以内、創業支援・女性創業支援 措置1年以内)

償還方法 均等月賦償還

指定金融機関 大分銀行、大分信用金庫、豊和銀行、大分県信用組合、伊予銀行、宮﨑太陽銀行

担保等融資条件 中小企業振興資金は必要に応じて必要。その他は不要。

申込方法 各金融機関にてお申し込みください。

申込先
問合せ先

〒876-8585
佐伯市 地域振興部 商工振興課
TEL 0972-22-3943　FAX 0972-22-0025

佐伯市内の中小企業の資金需要に応えます
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融資 臼杵市中小企業振興資金融資

対象者

以下の要件を満たす中小企業
・引き続き1年以上臼杵市内に住所及び事業所を有している方
・引き続き1年以上臼杵市内で同一の事業を受けられる方
・保証協会の保証を受けられる方

対象事業 （１）設備資金　（２）運転資金

融資限度額 １，０００万円

融資利率 年２．０％

融資期間
（１）設備資金　１０年（うち据置６か月）
（２）運転資金　１０年

償還方法 元金均等月賦償還

指定金融機関
大分銀行、伊予銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分県信用組合
の市内にある各支店

担保等融資条件 必要により徴する

申込方法 指定金融機関に申し込み

申込先
問合せ先

申込先：指定金融機関
問合せ先：臼杵市産業促進課
　　　　　TEL0972-86-2713　FAX0972-64-0203

融資 臼杵市創業支援振興資金融資

対象者
臼杵市内に住所を有し、かつ、市内において創業予定の者又は市
内に事業所を有している創業後５年未満の者

対象事業 （１）設備資金　（２）運転資金

融資限度額 １，０００万円

融資利率 年１．８％

融資期間 １０年以内（うち据置１年）

償還方法 元金均等月賦償還

指定金融機関
大分銀行、伊予銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分県信用組合
の市内にある各支店

担保等融資条件 不要

申込方法 指定金融機関に申し込み

申込先
問合せ先

申込先：指定金融機関
問合せ先：臼杵市産業促進課
　　　　　TEL0972-86-2713　FAX0972-64-0203

臼杵市の中小企業者の設備・運転資金に対して融資します

臼杵市の創業者の設備・運転資金に対して融資します
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融資 津久見市中小企業振興資金融資

対象者

以下の要件を満たす中小企業
・引き続き1年以上津久見市内で同一の事業を行っている方
・引き続き1年以上津久見市内に住所及び事業所を有している方
・保証協会の保証を受けられる方

対象事業 （１）設備資金　（２）運転資金

融資限度額 １，０００万円

融資利率 年２．０％

融資期間
（１）設備資金　７年（うち据置６か月）
（２）運転資金　５年

償還方法 毎月均等償還

指定金融機関
大分銀行、伊予銀行、豊和銀行、大分信用金庫の市内にある各支
店

担保等融資条件 必要により徴する

申込方法 指定金融機関に申し込み

申込先
問合せ先

申込先：指定金融機関
問合せ先：津久見市商工観光・定住推進課
　　　　　TEL0972-82-9542　FAX0972-82-9520

津久見市の中小企業者の設備・運転資金に対して融資します
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融資

対象者

市内にで新たに事業を始める個人の
方で、次の要件を満たしている方
① 市内に住所を有し、かつ市内に
開業予定の方、又は、市内住所及び
事業所又は店舗を有している開業１
年未満の方
② 市税を完納していること
③現に開業資金を受けていないこと

融資資金名 開業資金 経営合理化資金 季節資金

融資限度額 1,000万円
1,000万円
(新事業展開の場合、1,500万
円）

300万円

融資利率

融資期間
７年以内
（１年以内の据え置可能）

７年以内
（1,000万円超の場合、10年
以内）

６か月以内

指定金融機関

担保等融資条件

申込方法

申込先
問合せ先

上記金融機関窓口にて申込

豊後高田市商工観光課　０９７８－２２－３１００

豊後高田市内の中小企業者の育成及び振興を目的とした融資制度です

豊後高田市中小企業事業資金融資

市内に住所及び事業所又は店舗のある中小企
業者で、次の要件を満たしている方
①引き続き１年以上同一事業を営んでいるこ
と
②市税を完納していること

1.80%

大分銀行高田支店
大分県信用組合高田支店、香々地支店
大分みらい信用金庫高田支店
豊和銀行高田支店

大分県信用保証協会の保証を付すること
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融資

対象者

市内で新たに事業を始める中小企
業者で、次の要件を満たしている
方
① 市内に住所を有し、かつ市内に
開業予定の方、又は、市内住所及
び事業所を有している開業１年未
満の方
② 市税を完納していること
③現に開業資金を受けていないこ
と

市内に住所及び事業所のある中小
企業者で、次の要件を満たしてい
る方
①引き続き１年以上市内に住所及
び事業所を有していること
②市税を完納していること
③現に経営合理化資金を受けてい
ないこと

対象事業

融資資金名 開業資金 経営合理化資金

融資限度額 1,000万円 1,000万円

融資利率

融資期間
１０年以内
（１年以内の据置可能）

１０年以内
（１年以内の据置可能）

指定金融機関

担保等融資条件

保証料率（年） 1.00%（保証料は市が１／２補助） 0.45～1.90%（保証料は市が全額補助）

申込方法

申込先
問合せ先

上記金融機関窓口にて申込

申込先　　指定金融機関
問合せ先　杵築市商工観光課　０９７８－６２－１８０８

(1)設備資金、(2)運転資金

杵築市内の中小企業の振興を目的とした融資制度です

杵築市中小企業振興資金融資

大分県中小企業振興資金に準ずる

大分銀行杵築支店・山香支店
豊和銀行杵築支店
大分県信用組合杵築支店

原則無担保無保証人
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融資 豊後大野市中小企業振興資金融資制度

対象者

①　創業資金
　・　市内に住所及び事業所を有していること。
　・　市税等を完納していること。
②　経営合理化資金
　・　引き続き１年以上市内に住所及び事業所を有していること。
　・　引き続き１年以上同一事業を営んでいること。
　・　市税等を完納していること。

対象事業

①　創業資金
　・　創業者が必要とする設備資金又は運転資金
②　経営合理化資金
　・　中小企業が必要とする設備資金

融資限度額 500万円

融資利率 大分県中小企業振興資金に準じます。

融資期間 10年以内（うち据置期間１年以内）

償還方法 割賦償還

指定金融機関 大分銀行、豊和銀行、大分県信用組合

担保等融資条件
（担保）必要に応じて徴収します。
（連帯保証人）原則として法人の代表者を除いては、保証人を徴求
しないものとします。

申込方法
　融資を受けようとする中小企業者は、大分県信用保証協会が定め
る所定の申込書に、市税等完納証明書などを添えて金融機関に提出
しなければなりません。

申込先
問合せ先

大分銀行三重支店、緒方支店及び犬飼支店
豊和銀行三重支店
大分県信用組合三重支店、緒方支店及び大野支店

豊後大野市の中小企業者の経営合理化資金や創業資金に対して融資します
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融資 玖珠町創業資金融資制度

対象者
玖珠町内に住所及び事業所を置き、又は置くことを予定している
者。（既に創業している場合は創業後１年を経過していない者）

対象事業 事業に必要な設備資金、運転資金

融資限度額 ５００万円以内

融資利率 年１．８％（保証料は町が全額補助）

融資期間 ７年以内

償還方法 分割払い

指定金融機関 大分銀行玖珠支店、豊和銀行玖珠支店、大分県信用組合玖珠支店、日田信用金庫玖珠支店

担保等融資条件 原則として無担保無保証人（法人の場合は代表者を連帯保証人とする）

申込方法 指定金融機関にて申し込み

申込先
問合せ先

玖珠町商工観光振興課　企業立地係（玖珠町役場２階）
TEL　０９７３－７２－７１５３
E-mail　kigyou@town.kusu.oita.jp

融資 ふるさと融資（玖珠町地域総合整備資金貸付）

対象者 第３セクターを含む法人の民間事業者

対象要件

・新規雇用者１人以上
・用地取得費を除く融資対象費用の総額が1,000万円以上
・用地取得等の契約後５年以内に営業開始
・公益性・適度の収益性等の観点から実施されること

対象事業
①　設備の取得等に係る費用
②　試験研究開発費等当該設備の取得に伴い必要となる付随費用

融資限度額 貸付対象費用に係る借入総額の４５％（１３．５億円）

融資利率 無利子

融資期間 １５年以内（うち据置期間５年以内を含む）

償還方法 元金均等半年賦償還

指定金融機関 －

担保等融資条件 民間金融機関等の保証が必要

申込方法 玖珠町商工観光振興課　企業立地係までお問い合わせください。

申込先
問合せ先

玖珠町商工観光振興課　企業立地係（玖珠町役場２階）
TEL　０９７３－７２－７１５３
E-mail　kigyou@town.kusu.oita.jp

玖珠町内での創業資金を融資します

玖珠町による無利子の融資制度です

-117-



産業振興条例等に基づく優遇措置

移転型 拡充型

製造業、旅館
業、農林水産
物等販売業、
ソフトウェア
業

製造業、旅館
業、農林水産
物等販売業、
情報サービス
業等

自動車関連産
業など基本計
画に定める産
業

東京23区
から移転

地方から移
転

事業税
(所得税)

免除
（３年間）

一部免除
（３年間）

－
一部免除

（３年間）
－

不動産
取得税

免除 一部免除 免除 一部免除 一部免除

固定
資産税

免除
（３年間）

※ｿﾌﾄｳｪｱ業は
対象外

一部免除
（３年間）

免除
（３年間）

一部免除
（３年間）

一部免除
（３年間）

設備投資を行う事業者に対して税制の優遇を行います

税制優遇

対象地域 過疎地域 半島地域 促進区域
地方活力向上地域

対象業種等

本社機能（事務所、研究
所、研修所）の移転・拡充

対象条件

建物、建物附
属設備、機械
装置の取得額
が2,700万円
以上
※青色申告要
※旅館業は機
械装置対象外

建物、建物附
属設備、機械
装置、構築物
の取得額が
500万円～
2,000万円以
上
※青色申告要
※金額は資本
金により異な
る

土地、建物、
建物附属設
備、構築物の
取得額が１億
円（農林水産
関連は５千万
円）以上
※事前に計画
の承認が必要

建物、建物附属設備、機械
装置、構築物等の取得額が
3,800万円（中小企業等は
1,900万円）以上
※事前に計画の認定が必要

申込先
問合せ先

大分県商工労働部企業立地推進課企業誘致班（県庁舎本館７階）
〒870-8501　大分市大手町３丁目１番１号
TEL 097-506-3247　FAX 097-506-1755
大分県企業立地ガイド　http://www.ritti-oita.jp/

税制
優遇

留意事項

・税制優遇は対象業種等に係る部分のみが対象です。
・固定資産税(市税)の優遇は減免条例等を定めている市町村に限りま
す。
・この他、国税(法人税等)の特別償却制度もあります。(別途条件あり)

申込期間 原則、事業年度終了後２ヶ月以内

申込方法 下記の問合せ先に事前にご相談ください。
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税制優遇（認定） 生産性向上特別措置法案に基づく固定資産税減免制度

対象者
中小企業基本法上の中小企業が対象。ただし、固定資産税の特例を利用でき
るのは、資本金１億円以下の法人等（大企業の子会社を除く）に限ります。

申込期間・
方法

随時
※国補助金の優先採択（ものづくり・サービス補助金（補助率嵩上げ含む）
及びＩＴ導入補助金）の対象となるには、補助金の申請前に、各市町村に先
端設備等導入計画の申請を済ませておく必要があります。

問合せ先 設備を導入される市町村の商工担当課窓口

新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロになります

内容

　優先採択等の優遇が受けられる国補助金は、ものづくり・サービス補助金、ＩＴ
導入補助金（2018年7月現在）
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税制優遇（認定） 事業承継税制の認定

対象者 事業承継税制の認定を受けようとする中小企業者

内容
事業承継税制とは、「県の認定」、「税務署への納税申告」を行うことで、
事業承継の際の相続税・贈与税の納税が猶予される制度です。

申請方法

認定申請書等（以下のWEBサイトからダウンロード可）を下記の経営創
造・金融課に提出
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shou
keizeisei.htm

申請期間

・相続税　相続発生後５月を経過する日の翌日から８ヶ月を経過する日まで
の
　　　　　間
・贈与税　贈与年の１０月１５日から翌年１月１５日までの間

申込先
問合せ先

大分県商工労働部経営創造・金融課
金融・再生支援班（県庁本館７階）
TEL 097-506-3226　FAX 097-506-1882

優遇税制を受けたい会社の後継者の認定を行います

内容

１事業承継税制の認定を受けた法人(中小企業)は、自社の非上場株式の
　相続税・贈与税の納税が猶予されます。
　・2018年1月1日～2027年12月31日までの時限措置です。
　・納税額の全額(100％）が猶予されます。
　注）認定を受けるためには、事前に県への特例承継計画の提出が必要で
す。
　（2023年3月31日まで）

２事業承継税制の認定を受けた個人事業主は、事業を行うために必要な
　事業用資産（※）に係る相続税・贈与税の納税が猶予されます。
　※土地、建物、機械、器具備品、車両、運搬具等
　・2019年1月1日～2028年12月31日までの時限措置です。
　・納税額の全額（100％）が猶予されます。
　注）認定を受けるためには、事前に県への特例承継計画の提出が必要で
す。
　（2024年3月31日まで）
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その他 再生可能エネルギーの固定価格買取制度

対象者 再生可能エネルギー発電事業者

申込期間 随時

申込方法
九州経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課へ申請
書を送付

申込先
問合せ先

経済産業省 資源エネルギー庁
　TEL：０５７０－０５７－３３３
九州経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
   TEL：０９２－４８２－５４７５
大分県商工労働部新産業振興室
医療機器・エネルギー産業振興班（県庁舎本館７階）
　TEL　０９７－５０６－３２６３

再生可能エネルギー電気を買い取ります 

買取価格
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 商工団体名 所　在　地 ＴＥＬ番号

 中津市しもげ商工会  中津市耶馬溪町大字柿坂102番地1  0979-54-2073

 宇佐両院商工会  宇佐市安心院町下毛2112番地の1  0978-44-0381

 西国東商工会  豊後高田市中真玉31番地1  0978-53-4320

 姫島村商工会  東国東郡姫島村2025番地の2  0978-87-3026

 国東市商工会  国東市国東町鶴川160番地2  0978-72-2000

 杵築市商工会  杵築市大字南杵築308番地1  0978-62-2539

 日出町商工会  速見郡日出町2612番地の2  0977-72-2232

 日田地区商工会  日田市天瀬町桜竹671番地の2  0973-57-2976

 玖珠町商工会  玖珠郡玖珠町大字帆足125番地の1  09737-2-1211

 九重町商工会  玖珠郡九重町大字右田3157番地の7  09737-6-2424

 由布市商工会  由布市庄内町柿原207番地の4  097-582-0094

 野津原町商工会  大分市大字野津原800番地 大分市野津原支所内  097-588-0101

 九州アルプス商工会  竹田市久住町大字久住6164番地  0974-76-0151

 豊後大野市商工会  豊後大野市三重町市場539番地  0974-22-1193

 野津町商工会  臼杵市野津町大字野津市374番地の1  0974-32-2389

 佐伯市番匠商工会  佐伯市弥生大字上小倉656番地１  0972-46-0402

 佐伯市あまべ商工会  佐伯市鶴見大字地松浦1348番地  0972-33-0217

 大分商工会議所  大分市長浜町３丁目15番19号 097-536-3131

 別府商工会議所  別府市中央町７－８ 0977-25-3311

 中津商工会議所  中津市殿町1383番地の1 0979-22-2250

 日田商工会議所  日田市三本松２丁目2-16 0973-22-3184

 佐伯商工会議所  佐伯市向島１丁目10番1号 0972-22-1550

 臼杵商工会議所  臼杵市大字臼杵字洲崎72番地の126 0972-63-8811

 津久見商工会議所  津久見市港町1番21号 0972-82-5111

 竹田商工会議所  竹田市大字竹田1920番地1 0974-63-3161

 豊後高田商工会議所  豊後高田市新町986番地2 0978-22-2412

 宇佐商工会議所  宇佐市大字辛島198番地の2 0978-33-3433

大分県商工会連合会  大分市金池町３丁目１番６４号 097-534-9507

大分県中小企業団体中央会  大分市金池町３丁目１番６４号 097-536-6331

各種相談はまずは最寄りの商工会・商工会議所へ

中小企業・小規模事業者支援施策ガイドブック２０１９
製作・発行 大分県商工労働部（商工労働企画課） 大分市大手町３丁目１番１号

TEL 097-506-3215 FAX  097-506-1752
おおいた商工労働ポータル


