
創業や経営課題について相談したい !

(独)中小企業基盤整備機構 北海道本部

経験豊富なア ドバイザーが、中小企業の創業や経営課題に関する相談にきめ細かく対応します。 (無料)

①窓口相談 (対面相談)

北海道本部の相談窓口に常駐するア ドバイザーが、フェイス トゥフェイスで対応いたします。
受付TEL 011-210-7471 月～金 13:00～ 17:00 1回 あたり1時間程度
②経営相談ホットライン (電話相談)

ナビダイヤルで、電話による経営相談や施策情報の提供を行つています。
ホットライン 0570-009111 月～金 9:00～ 17:00

③メール経営相談 (電子メール相談)

メールにより24時間いつでも経営相談を受け付けています。原則、受付の翌日から3営業日以内にご回
答いたします。

株式公開を目指すベンチャー企業、経営革新を目指す中小企業、経営課題の解決に取り組む中小企業に対
し、オーダーメー ドの派遣計画を作成したうえで、支援テーマ・目標に最適な専門家を派遣して、成長・発
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に 挑戦され中小企業等の新事業展隣
スの提供と事業化に向けた支援をします。
※入居のための諸条件がございます。詳細は4ページをご覧ください。

1■ 011-210-7471
1■ 011-210-7433

(独)中小企業基盤整備機構 Jヒ海道本部 経営支援課

下記をご参照くださぃ。



経営課題を相談したい !

創業者や中小企業者等の様々な相談に応じるため、相談窓口を開設しています。

区分 相談内容 開設 日 相談料

経営相談窓ロ
中小企業診断士等のスタッフが、創業や経営に関する

隊々な相談に応えるほか、相談内容により、各種支援制度
について適切なアドバイスをします。

月～金曜 日

〕:00-17:30
無料

インターネット経営相談

インターネッHこより企業経営に関する相談を随時受け付

けています。(夜間及び土口日、祝日は翌営業日以降の対応

となります。)

随  時 無料

北海道よろず支援拠点
チーフコーディネーターを中心とした各分野の専門スタッフ

が、創業や販路拡大、経営改善等に関する様々な相談に応

じ、課題解決に向けて継続した支援を行います。

札幌本部 月～金曜 日

9:00～ 17:30

地域拠点 毎週火曜 日

9:00～ 17:30

無料

北海道6次産業化

サポートセンター

6次産業化企画推進員が農林漁業者等の6次産業化に関

する様々な相談に応えるほか、6次産業化法に基づく「総合

化事業計画」の認定に向けた計画づくりの支援や認定後の

フォローアップを行います。

月～金曜 日

9:00～ 17:30
熙料

取引に関する相談
「下請けかけこみ寺J

下請かけこみ寺相談員が、取引上の悩みや裁判外紛争

解決手続(ADR)による調停手続きに関する相談等に対応

します。

毎週火～金曜日

9:00～ 17:30
無料

特許に関する相談

「知財総合支援窓口」(北海道知的財産情報センター)の

惑口支援担当者が特許の取得、研究機関・大学等が所有

する特許の利用・移転等に関する相談に対応します。

毎週月、火曜 日

※火曜は要予約

i3:00-16:00
撫料

金融に関する相談
北海道信用保証協会の職員が、金融に関する相談に対

感します。

毎月第1木曜 日

:0:00～ 16:00
膿料

会社法等に関する相談
司法書士会所属の司法書士が、会社法等に関する相談、

会社豊配・契約書の作成等に関する相談に対応します。

毎月第2木曜 日

i3:00～ 16:00
無料

人材に関する相談

「北海道プロフェッショナル

人材センター」

専門スタッフ等が、マネジメントや販路拡大、生産性向上

等の職務経験を持ち、企業幹部となり得るような人材(プロ

フェッショナル人材)の活用に関する相談等に対応します。

月～金曜 日

9:00～ 17:30
無料

中小企業者等が抱える様々な経営課題に対し、当センターの「人材情報データベース」に登録された主に道内の
経験豊富な専門家を派遣し、その解決を図る指導助言を行います。年間3回まで無料で派遣します。

申込方法 ・センター本部`支部へ事前に相談の上、専門家派遣要請書を提出していただきます。

支援事例

Э業務の効率化に向けた社内ネットワーク構築の指導・助言
Эターゲットの絞り込みと集客力向上に向けた宿泊業の事業戦略の指導・助言
Э専門家・試験研究機関との連携による理美容機器開発の技術指導・助言

費用負担 口派遣に要する費用は無料

・助言の内容や日程などの関係により希望に添えない場合がありますので、まずは下記まで、お気軽にお問い合わせください。
合支援センターでは、上記の相談・アドバイスのほか各種支援事業、情報提供を行つています。

(公財)北海道中小企業総合支援センター L011-232-2001(代表)

道南支部 :L0138-82-9089  +勝支部 :L0155-67-4515
釧根支部 :TEL 0154-64-5563  道北支部 :L0166-68-2750
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経営課題の解決に専門家の派遣を受けたい !

中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業

中小企業者、中小企業団体、及び起業を目指す者。
※NPO法人、社会福祉法人、財団法人、社団法人、医療法人は支援の対象外となります。

中小企業・小規模事業者の高度・専門的な経営課題等の相談に対応するため、各支援機関からの派遣依頼に基づ
き、専門家が中小企業者の現場等に出向き、経営支援を実施します。

「ミラサポ 未来の企業★応援サイ ト」 https:〃www.mirasapo.」 p/
ページ左「無料派遣専門家」をクリック

北海道経済産業局 産業部 中小企業課 TEL 011~709-2311



ベンチャー企業に投資したい !

エンジェル税制

特定の要件ベンチヤー企業へ投資を行つた個人投資家に対して、所得税減税を行う制度です。

以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択できます。
・優遇措置A:(ベンチヤー企業への投資額-2′000円 )を、その年の総所得金額から控除

※控除対象となる投資額の上限は、総所得金額X40%と 1′000万円のいずれか低い方。
・優遇措置B:ベンチヤー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除

し

未上場ベンチヤー企業株式の売却による生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、
その年に通算(相殺)しきれなかつた損失については、翌年以降3年にわたつて、順次株式譲渡益と通算(相殺)がで
きます。

北海道経済部 地域経済局 中小企業課  ■L011-204-5331
URL:Lti正力伍壁⊇ref=hokkaJd⊆Jg=」 p/kz/csk/angelゴ eisei.htm



ビジネス・インキュベータに入居したい !

(独)中小企業基盤整備機構 北海道本部

北大ビジネス ロスプリング (北海道大学連携型起業家育成施設)では、新たな事業の創出・育成を目的に、
北海道大学等との連携のもと、中小機構、北海道、札幌市、地元経済界等が一体となり、地域の大学・研究
機関等が有する知的資源等を有効に活用しながら、起業をはじめ、実用化、マーケティング、販路拡大等あ
らゆる局面において、入居者のビジネス展開を強力にサポー トします。

◆入居対象者
大学等の研究成果を活用して事業化を目指す個人、法人(業種制限なし)

◆充実した施設
居室は「ウエットラボ仕様」、2タイプ(25nf・ 50r)の全31室。24時間365日 利用可能。施設内には、共用会議室
や商談室も完備(無料)。 このほか、駐車場や少量危険物貯蔵倉庫も有り(有料、利用要件あり)。

◆賃料及び入居期間
賃料は、3,240円/ボロ月(共益費・税込)。 賃料補助制度有り。(北海道及び札幌市から、合わせて最大で4割の
補助を受けることが出来ます。(一定要件あり、居室の使用形態や入居年数により異なります))。

入居期間は、5年間(審査により再契約も可能)。

◆専門の「インキュベーション・マネージャー」(IM)による支援
施設には、入居者が直面する様々な課題に対して適切なアドバイス等を行う「インキュベーションロマネージャー」
(lM)が常駐しており、入居者とともに、課題を解決していきます。

(独)中小企業基盤整備機構 Jヒ海道本部 Jヒ大ビジネス・スプリング IM室
TEL  : 011-728-8686
URL  :  http://www.smr」 .go.Jp/incubation/ho― bis/
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事業資金や設備資金を借りたい !

中小企業総合振興資金

・資金の借入を希望する方は、地元の商工会議所又は商工会に “融資あつせん"の申し込みをしてください。

※中小企業等協同組合等及び同構成員企業は、北海道中小企業団体中央会への申込みも可。

※ (公財)北海道中小企業総合支援センターの支援制度を利用する方は、同センターヘの申込みも可。

・詳細につきましては、お問い合わせのうえご確認ください。
. URL : nttp:/Uwww. pret. frot

資金名 貸付区分 融資対象

ライフステージ
対応資金

創業貸付

覆詩1島譜1脇 島詮輩蟹豊器奨猫孵類翻石う

品躍墨配繁見異雇翼議轟驚著朧 ポ建晏理哩蹴麿雲匿誕設立して事業を

善黎鶏晏Tζ謄輪翻酬機 、擢攣議
会社であつて、設立後5年を経過しないもの              _

ステ・ップアップ貸付
大や情報化の取組み、設備の近代化による経営効率

化などを図ろうとする計画(ステップアップ計画)を有する中小企業者等_____一―一――一――

政策サポート W恵霜認蘊認服暉:ちt箭議」及び
「事業活性化(経営革新、雇用、事

観光・企業立地

(供給業・製造葉))

経営力強化貸付
る中小企業者等

(金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けて、自ら経営改善計画の策定

並びに計画の実行及び進渉の報告を行う中小企業者等)

再生支援貸付

Э北海道中小企業再生支援協議会の支援を受け策定した再生事業計画に基づき再生を

回る中小企業者等
Э経営安定(倒産防止)特別相談室を設置する商工会議所又は北海道商工会連合会の

推薦を受けた中小企業者等       _

経済環境変化
対応資金

経営 曖境変化対応貸付 藤 済環境の変化により、=時的に売上又は利益の減少等桑況悪化を来している

中小企業者等           _

原料等高騰

D原料等高騰の影響により売上高に対する売上原価等の割合が前年同期比で増加して

いる中小企業者等
3原料等価格の高騰の影響を受けている中小企業者等であつて、省エネルギー施設等を
導入するもの

認定企業
D中小企業信用保険法第2条第5項に基づく市町村長の認定を受けた『特定中小企業者J

Э中小企業信用保険法第2条第5項に準じるものとして道が特に認めた事由により影響を

受けている中小企業者等

災害復旧

D災害の影響により、中小企業信用保険法第2条第5項に基づく市町村長の認定を受けた
『特定中小企業者」
Э地震、大火、風水害及び冷害等により被害を受けた中小企業者等であつて、道が認めた
地量内に事業所を有するもの

ｎ
ｗ 災・滅災貸付 Э事業継続計画(BCP)を策定し:事前に災害等に備える取組を行う中小企業者等

耐震改修対策
(耐震改修費用)

D建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する
「地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な既存耐震不適格建築物
(要緊急安全確認大規模建築物)」 の所有者

一般経営資金

一般貸付 D中小企業者等

小規模企業貸付 D従業員20人(商業・サービス業は5人、宿泊業及び娯楽業は20人)以下の中小企業者等

小 ロ
D信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の対象となる小規模企業者(小規模企業者

で、既存の信用保証協会の保証付き融資残高(根保証においては融資極度額)が 1,250

万円未満であるもの)
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資金名/貸付区分

融資条件

資金用途 融資金額 融資期間
融資利率(年 1率)

信用保証
固定金利 変動金利

創業貸付 事業資金 3,000万円以内
10年以内

(うち据置2年以内)

3年以内 1.2%
5年以内 1.4%
7年以内 1.6%
10年以内 1.8%

1.2%
すべて信用保証協会

の保証付き

ステ(ップアップ貸付 事業資金 8,000万円以内
10年以内

(うち据置1年以内)

3年以内 1.4%|

5年以内 1.6%
7年以内 1.8%
10年以内 2.0%

1.4“

必要により信用保証
会の保証付き

政策サポート 事業資金 1億円以内
10年以内

(うち据置1年以内)

3年以Al.2%
5年以内 1.4%
7年以内 1.6%
10年以内 1.8%

1.2%

観光・企業立地

事業資金
(企業立地
は設備資金

のみ)

8億円以内
うち運転資金
2億円以内

運転資金 10年以内
設備資金

観光:20年以内
企業立地:15年以内
(うち据置2年以内)

3年以内 1.2%
5年以内 1.4%
7年以内 1.6%
20年以内 1.8%

1.2%

経営力強化貸付 事業資金 1億円以内

運転資金 5年以内
設備資金 7年以内
借換資金 10年以内
(うち据置1年以内)

5年以内 1.1%
10年以内 1.3%

1.1%
すべて信用保証協会

の保証付き

再生支援貸付 事業資金 1億円以内
10年以内

(うち据置2年以内)
金融機関所定の利率

すべて信用保証協会
の保証付き

経営環境変化
対応貸付

事業資金 5,000万 円以内
10年以内

(うち据置2年以内)

3年以内 1.2%
5年以内 14%
7年以内 1.6%
10年以内 1.8%

1.2%
必要により信用保証協

会の保証付き

原材料等高騰 事業資金 1億円以内
10年以内

(うち据置2年以内)

5年以内 1.1%
10年以内 1.3%

1.1%
必要により信用保証協

会の保証付き

認定企業 事業資金 1億円以内
10年以内

(うち据置2年以内)

5年以内 1.1%
10年以内 1.396

1.1%
すべて信用保証協会

の保証付き

災害復旧 事業資金

運転資金
5,000万 円以内

設備資金
8,0∞万円以内

10年以内
(うち据置2年以内)

5年以内 1.1%
10年以内 1.3%

1.1%
すべて信用保証協会

の保証付き

防災・減災貸付 事業資金 1億 円以内
10年以内

(うち据置1年以内)

3年以内 1.2%
5年以内 1.4%
7年以内 1.6%
10年以内 1.8%

1.2%

必要により信用保証協
会の保証付き

設備資金 16億円以内
20年以内

(うち据置2年以内)

3年以内 1.1%
5年以内 1.3%
7年以内 1.5%
20年以内 1.7%

1.1%

一般貸付 事業資金
8,000万 円以内

協同組合
2億円以内

10年以内
(うち据置1年以内)

3年以内 1.6%
5年以内 1.8%
7年以内 2.0%
10年以内 2.2%

1.6%
必要により信用保証協

会の保証付き

rlヽ 規模企業貸付 事業資金 5,0∞万円以内
運転資金 :7年以内
設備資金:10年以内
(うち据置1年以内)

※短期(1年以内)の利用可
(短期の場合、一括償還可)

3年以内 1.4%
5年以内 1.6%
7年以内 1.8%
10年以内 2.0%

1.4隔
すべて信用保証協会

の保証付き
小 ロ 事業資金

1,250万 円以内
(既存の信用保
EI協会の保証付
融資残高を含

む)

北海道経済部地域経済局中小企業課 金融グループ L011-204-5346
各総合振興局・振興局商工労働観光課、小樽商工労働事務所


