令和 3 年度福岡県中⼩企業融資制度

＜⼿続きの流れ＞

「ふくおか県政推進サポート資金」をご活用ください！
⑦融資

③借入申込

⾃動⾞・バイオ等の産業施策や観光施策をはじめ、子育て、介護、地産地消、エコなど、

⑤保証申込

商工会議所

④あっせん

信用保証協会

金融機関

借入申込者
商工会

県が重点的に取組んでいる各種重要施策に積極的に参画する中⼩企業を対象とした低利の
融資を実施しています。

⑥保証承諾
①各種施策へ
参加申込

③借入申込

②参加決定

融資対象者
県内に事業所を有し、現に事業を営む中小企業者等であって、下記のいずれかに該当する者

各種施策の
事務局

（１）福岡県が指定する産業施策に係る支援協議会等の会員事業者
（２）福岡県観光連盟又は福岡県が指定する市町村観光協会の会員事業者
（３）福岡県が指定する各種助成制度を過去 5 年以内に活用したことのある事業者

＜お問い合わせ＞
ご不明な点については、下記の福岡県中⼩企業振興課、福岡県信⽤保証協会の他、最寄りの商⼯会議所・
商⼯会又は中⼩企業団体中央会へお問い合わせください。

（４）福岡県が指定する宣言・参加登録事業に参画する事業者
融資条件

○福岡県商⼯部中⼩企業振興課⾦融係（電話︓０９２－６４３－３４２４）
○福岡県信用保証協会
窓

口

電話番号

資金使途

運転・設備資金

融資限度額

1 億円以内

融資期間

10 年以内（据置 2 年以内）

融資利率

．．
1.40％以内（上限金利）

保証料率

0.25～1.62％

所在地

本所営業部

092－415－2601

福岡市博多区博多駅南 2 丁目 2 番 1 号

大濠支所

092－734－5923

福岡市中央区⿊門 2 番 28 号

北九州支所

093－551―2634

北九州市⼩倉北区古船場町 1 番 35 号

久留⽶支所

0942－38－1022

久留⽶市⽇吉町 24 番 24

筑豊支所

0948－22－3585

飯塚市吉原町 6 番 12 号

大牟田支所

0944－52－6011

大牟田市不知⽕町 1 丁目 3 番地 4

※詳しくは、県のホームページをご覧下さい。
掲載場所︓県庁トップ→テーマから探す→しごと・産業・観光→中⼩企業→中⼩企業⽀援・融資制度
→令和２年度福岡県中⼩企業融資制度のご案内

※商⼯会議所・商⼯会へのお申込みは、事業所所在地の商⼯会議所・商⼯会で⾏ってください。
※融資・保証に際して⾦融機関及び信⽤保証協会の審査があります。

申込場所
（受付機関）

取扱開始日

指定金融機関、商工会議所・商工会（組合は中小企業団体中央会）

令和元年９月１日

ふくおか県政推進サポート資⾦の融資対象事業は、具体的には下記のいずれかに該当するものです。
融資の申込みに際しては、下記事業に参画していることの証明書（参加・登録証、確認書等）が必
要になります。各事業の証明書については、下記記載の事務局にお問い合わせください。
※申込みに際して事務局に証明書の発⾏を依頼する場合、時間的余裕をもって発⾏依頼を⾏ってください。
（１）福岡県が指定する産業施策に係る支援協議会等
事 業 名

事 務 局

電話番号

福岡県ベンチャービジネス支援協議会

092-643-3591

創業＋応援くらぶ FUKUOKA

092-643-3591

新事業支援課

福岡県産業デザイン協議会
福岡ベンチャークラブ

092-643-3449
092-643-3591

福岡県ものづくり中小企業推進会議

中小企業技術振興課

092-643-3433

福岡県ロボット・システム産業振興会議

092-643-3445

福岡県 Ruby・コンテンツビジネス振興会議

092-483-1225

福岡県バイオ産業拠点推進会議
ふくおか医療福祉関連機器開発・実証ネットワーク

新産業振興課

092-643-3453
092-643-3453

福岡水素エネルギー戦略会議

092-643-3448

福岡県宇宙ビジネス研究会

092-643-3453

北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議(※)
福岡県航空機産業振興会議

自動車産業振興室

092-643-3441

企業立地課

福岡県立地企業振興会

092-643-3447
092-643-3441

(公財)福岡県中小企業
振興センター
※北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議に該当する場合の融資限度額は 1.5 億円以内となります。
福岡県中小企業振興センター企業等ネットワーク

092-622-6230

(一社)川崎町観光協会

0947-73-3838

香春町観光協会

0947-85-8035

(一社)田川広域観光協会

0947-45-0700

直方市観光物産振興協会

同左

0949-55-9090

嘉麻市観光まちづくり協会

0948-43-3680

田川市観光協会

0947-45-4719

（３）福岡県が指定する各種助成制度
事 業 名
グリーンアジア国際戦略総合特区中小企業設備投資促進補助金

事 業 名

事務局

電話番号

事 務 局
商工政策課産業特区推進室

小規模事業者持続化補助金

電話番号
092-643-3416
092-643-3425

ＩＴ導入補助金

092-643-3425

事業承継・引継ぎ補助金

中小企業振興課

092-643-3425

福岡県事業承継準備応援補助金

092-643-3425

地域中小企業チャレンジ応援補助金

092-643-3425

福岡県経営革新計画サービス開発等支援補助金
ふるさと創業促進事業補助金
福岡県ものづくり中小企業新製品開発支援補助金(令和 2 年度終了のため、
令和 7 年度まで掲載)
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

新事業支援課

092-643-3449
092-643-3591
092-643-3433

中小企業技術振興課

092-643-3433

福岡県中小企業生産性向上支援補助金

092-643-3433

「新しい生活様式」対応技術・製品開発支援補助金

092-643-3433

福岡県宿泊施設受入対応強化補助金

（２）福岡県観光連盟又は福岡県が指定する市町村観光協会

0949-28-8135

宮若市観光協会

福岡県民泊施設受入対応強化補助金

観光振興課

092-643-3456
092-643-3456

（４）福岡県が指定する宣言・参加登録事業

(公社)福岡県観光連盟

092-645-0019

(一社)糸島市観光協会

092-322-2098

古賀市観光協会

092-940-2300

女性とこどもの安全みまもり企業

(一社)篠栗町観光協会

092-947-1880

飲酒運転撲滅宣言企業・宣言の店登録事業

(一社)新宮町おもてなし協会

092-985-6532

青少年アンビシャス運動

青少年育成課

太宰府観光協会

092-925-1899

福岡県働く世代をがんから守るがん検診推進事業

がん感染症疾病対策課

092-643-3317

筑紫野市観光協会

092-922-2421

「ふくおか健康づくり団体・事業所宣言」登録制度

健康増進課

092-643-3269

(公財)福岡観光コンベンションビューロー

092-733-5050

「子育て応援の店」推進事業

(一社)ふくつ観光協会

0940-42-9988

出会い・結婚応援事業

(一社)大野城市にぎわいづくり協議会

092-558-1303

70 歳以上まで働ける企業拡大事業

(一社)宗像観光協会

0940-62-3922

「子育て応援宣言企業」登録制度

(一社)芦屋町観光協会

093-221-1001

「介護応援宣言企業」登録制度

(一社)行橋市観光協会

0930-28-8245

「障がい者応援まごころ企業」認定制度

(一社)岡垣町観光協会

093-281-5050

ふくおか・まごころ駐車場制度

(公財)北九州観光コンベンション協会
苅田町観光協会
みやこ観光まちづくり協会

同左

093-541-4151
093-434-5560
0930-33-5771

豊前市観光協会

0979-53-6660

(特非)築上町観光協会

0930-31-0306

あさくら観光協会

0946-24-6758

大川観光協会

0944-87-0923

(一社)大牟田観光協会

0944-52-2212

(一社)小郡市観光協会

0942-72-4008

(公財)久留米観光コンベンション国際交流協会

0942-31-1717

(一社)筑後市観光協会

0942-53-4229

広川町観光協会

0943-32-5555

(一社)みやま市観光協会

0944-63-3955

(一社)柳川市観光協会

0944-73-2145

八女福島観光協会

0943-24-8302

(一社)飯塚観光協会

0948-22-3511

事 業 名

事 務 局
生活安全課

子育て支援課

電話番号
092-643-3124
092-643-3167
092-643-3615

092-643-3311
092-643-3311
092-643-3593

新雇用開発課

092-643-3586
092-643-3586
092-643-3594

障がい福祉課

092-643-3264

「働き方改革実践企業（よかばい・かえるばい企業）
」登録制度

労働政策課

092-643-3587

エコ事業所応援事業

環境保全課

092-643-3356

九州まちの修理屋さん

092-643-3371

食べ物余らせん隊

092-643-3381

県産リサイクル応援事業所登録制度
福岡県リサイクル製品認定制度

循環型社会推進課

県産リサイクル製品認定制度

ふくおか地産地消応援の店
ふくおか農林漁業応援団体

092-643-3372
092-643-3372

ふくおかプラごみ削減キャンペーン
ふくおかジビエの店

092-643-3372

092-643-3371
農山漁村振興課
食の安全・地産地消課

092-643-3560
092-643-3575
092-643-3575

「福岡の食」魅力発信事業費（県産酒消費拡大促進費）

福岡の食販売促進課

092-643-3514

ふくおかの地魚応援の店

水産振興課

092-643-3563

福岡県さわやか道路美化促進事業

道路維持課

092-643-3653

企業参加型河川愛護活動促進事業

河川管理課
(一財)福岡建築住宅センター
企画情報部

092-643-3666

「住まいの健康診断」応援宣言事業者登録制度

092-781-5169

