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令和２年度第３次補正予算について
特
　
集

❶中⼩企業等事業再構築促進事業【令和２年度第３次補正予算額：１兆1,485億円】

⃝事業⽬的、概要
　新型コロナウイルス感染症の影響が⻑期化し、当⾯の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナ・ウィズコロ
ナの時代の経済社会の変化に対応するため、新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業
再編⼜はこれらの取組を通じた規模の拡⼤等、思い切った事業再構築に意欲を有する中⼩企業等の挑戦を⽀援します。

⃝補助対象要件
①�申請前の直近６カ⽉間のうち、任意の３カ⽉の合計売上⾼が、コロナ以前の同３カ⽉の合計売上⾼と⽐較して10％以
上減少している中⼩企業等。
②�⾃社の強みや経営資源（ヒト／モノ等）を活かしつつ、経産省が⽰す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定⽀
援機関等と策定した中⼩企業等。

⃝補助金額・補助率
補助金額 補助率

中⼩企業（通常枠） �100万円以上6,000万円以下 ２／３
中⼩企業（卒業枠※１） 6,000万円超～１億円以下 ２／３
中堅企業（通常枠）� 100万円以上8,000万円以下� １／２（4,000万円超は１／３）
中堅企業（グローバルV字回復枠※２） 8,000万円超～１億円以下� １／２
※１．中⼩企業（卒業枠）：400社限定。
　　�　計画期間内に、ⅰ組織再編、ⅱ新規設備投資、ⅲグローバル展開のいずれかにより、資本金⼜は従業員を増やし、中⼩企業から中堅企
業へ成⻑する事業者向けの特別枠。

※２．中堅企業（グローバルV字回復枠）：100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
　　ⅰ�直前６カ⽉間のうち、任意の３カ⽉の合計売上⾼が、コロナ以前の同３カ⽉の合計売上⾼と⽐較して、�15％以上減少している中堅企業。
　　ⅱ�事業終了後３～５年で、付加価値額⼜は従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。
　　ⅲグローバル展開を果たす事業であること。

⃝事業再構築のイメージ
①�⼩売店舗による⾐服販売業を営んでいたところ、コロナの影響で売上が減少したことを契機に店舗を縮⼩し、ネット
販売事業やサブスクサービス事業に業態を転換。
②�ガソリン⾞の部品を製造している事業者が、コロナ危機を契機に従来のサプライチェーンが変化する可能性がある中、
今後の需要拡⼤が⾒込まれるEVや蓄電池に必要な特殊部品の製造に着⼿、⽣産に必要な専⽤設備を導⼊。
③�航空機部品を製造している事業者が、コロナの影響で需要が激減したため、当該事業の圧縮・関連設備の廃棄を⾏い、
新たな設備を導⼊してロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に⽴上げ。

❷中⼩企業⽣産性⾰命推進事業の特別枠の改編【令和２年度第３次補正予算額：2,300億円】

⃝事業⽬的、概要
　新型コロナウイルス感染症の流⾏が継続している中で、現下及びポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの
転換に向けた中⼩企業等の取組を⽀援するため、令和２年度⼀次・⼆次補正で措置した特別枠を新特別枠（低感染リス
ク型ビジネス枠）に改編します。

⃝低感染リスク型ビジネス枠における各補助事業の拡充内容
補助上限・補助率 通常枠 低感染リスク型ビジネス枠

ものづくり補助金
（設備導⼊、システム構築）

1,000万円・１／２（⼩規模�
２／３） 1,000万円・２／３

持続化補助金（販路開拓等） 50万円・２／３ 100万円（※）・３／４
�※�感染防⽌対策費も⼀部⽀援

IT導⼊補助金（IT導⼊） 450万円・１／２ 450万円（※）・２／３
�※テレワーク対応類型は150万円

①�ものづくり・商業・サービス⽣産性向上促進事業（ものづくり補助金）
　（補助額：100万～1,000万円、補助率：２／３）�
　�　対⼈接触機会の減少に資する、製品開発、サービス開発、⽣産プロセスの改善に必要な設備投資、システム構築等
を⽀援します。
②⼩規模事業者持続的発展⽀援事業（持続化補助金）
　（補助上限：100万円、補助率：３／４�）�
　�　⼩規模事業者等が経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、⽣産プロセ
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スの導⼊等の取組を⽀援し、その取組に資する感染防⽌対策への投資についても、⼀部⽀援します。（※）�
　※補助対象経費のうち１／４を上限として感染防⽌対策を⽀援�
③サービス等⽣産性向上IT導⼊⽀援事業（IT導⼊補助金）
　（補助額：30万～450万円（※）、補助率：２／３）
　※テレワーク対応類型は補助上限150万円
　�　複数の業務⼯程を広範囲に⾮対⾯化する業務形態の転換が可能なITツールの導⼊を⽀援します。また、この中にお
いて、テレワーク対応類型を設け、テレワーク⽤のクラウド対応したITツールを導⼊する取組を⽀援します。

❸事業承継・事業引継ぎ推進事業【令和２年度第３次補正予算額：56.6億円】

⃝事業⽬的、概要
　新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても、地域の貴重な経営資源を散逸させることなく、次世代へ引き継ぐた
め、事業承継・引継ぎを⽀援するとともに、事業承継・引継ぎ後に⾏う新たな取組等を⽀援します。

⃝事業イメージ
　①事業承継・引継ぎ補助金
　�　事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組（設備投資、販路開拓等）�や廃業に係る費⽤、事業引継ぎ時の⼠業専⾨家
の活⽤費⽤（仲介⼿数料、デューデリジェンス費⽤、企業概要書作成費⽤等）の⼀部を補助します。

⽀援類型� 補助率 補助上限額 上乗せ額�※廃業を伴う場合
①事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組や廃業に係る費⽤の補助

創業⽀援型��
他の事業者が保有している経営資源
を引き継いで創業した事業者への⽀
援

２／３� 400万円 200万円

経営者交代型 親族内承継等により経営資源を引き
継いだ事業者への⽀援� ２／３� 400万円 200万円

M&A型��
M&A（株式譲渡、事業譲渡等）によ
り経営資源を引き継いだ事業者への
⽀援

２／３� 800万円 200万円

②事業引継ぎ時の⼠業専⾨家の活⽤費⽤の補助
専⾨家活⽤型� ２／３� 400万円 200万円�（売り⼿のみ）
　②承継トライアル実証事業
　�　実証事業により、後継者に求められる素養・能⼒と、それらを習得するために必要な後継者教育の型を明らかにし
ます。
　③事業引継ぎ⽀援センターの⽀援体制の整備
　�　事業者のニーズに対して適切な相談対応やマッチング⽀援を⾏うため、事業引継ぎ⽀援センターの⽀援体制を整備
します。

　感染症による影響が⻑期化している中、中⼩・⼩規模事業者などに対するさらなる⽀援など、追加して緊急的に対応
する必要があるものについて、２⽉12日、補正予算の専決処分を⾏い、直ちに取り組むこととしました。

⃝補正事業の内容（一部）
事業名 予算額 事業の概要 所管課

1 中⼩企業・⼩規模事
業者応援金給付事業

（6,943,570）
3,497,000
10,440,570

感染症による影響が⻑期化している中、事業の継続、雇⽤
の維持や「新しい⽣活様式」の実践に取り組む県内の法
⼈や個⼈事業者に給付する応援金を増額するとともに、給
付済みの者に追加給付する。
・法⼈�50万円→70万円�
・個⼈�25万円→35万円

商⼯観光労働企画課

2
ものづくり中⼩企業
コロナ危機対応再興
⽀援事業

（1,008,979）
500,000

1,508,979

感染症による影響で売上げが減少した県内ものづくり中
⼩企業を⽀援するため、事業再興計画を策定し、新規分
野への挑戦や新規の顧客獲得に取り組む経費に対し助成
する。

⼯業振興課

3 観光誘客緊急対策事業
（1,067,982）

205,000
1,272,982

Go�To�トラベル事業の延期等の影響を受けた観光関連
産業を⽀援するため、県内向けの誘客対策を実施する。
・割引額旅⾏代金の１／２　限度額５千円

観光誘致促進室

※�予算額欄の上段（　）は既決予算額、中段は専決予算額、下段は累計。

大分県一般会計２月専決予算について特
　
集

（単位：千円）
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がんばる組
合探訪記

組合概要

［理 事 ⻑］ 髙司　和子
［設　　⽴］ 令和３年１⽉26日
［組合員数］ ４名
［出 資 金］ 400,000円
［主な事業内容］藍の栽培、加⼯及び販売
［住　　所］ 〒876-0045

⼤分県佐伯市⼤字上岡2008番地１

髙司　和子�理事⻑

企
業
組
合 

藍
彩

■設立の経緯について

　企業組合藍彩の代表理事髙司和子氏は、佐伯
市にて25年間藍染の⾐類を制作しており、予
てから慣れ親しんだ藍を⽤いて佐伯地域の活性
化ができないかと考えていました。
　そのような中、藍は、⽣薬として古くから健
康のため様々な⽤途に利⽤されてきたことが分
かり、藍を⽤いた商品の開発を2年ほど前から
⾏うようになりました。
　その後、商品の開発段階で日ごろから健康の
ために使⽤していただけるものは何かと考え、
藍のお茶を開発することになりました。藍のお
茶を⽣産している⻑崎県に視察に赴くなどの活
動をする中で、同じ佐伯市で藍の栽培や商品開
発を目指す⼈の存在が分かり、グループになっ
て藍のお茶の開発を進めていきました。藍の栽
培から収穫、乾燥まで⾏い試作品を作り、他の
地域の商品と飲み⽐べを⾏うなど試⾏錯誤の
末、藍の葉と茎のみで作った納得のいく商品が
完成しました。今後、本格的に販売化を考える
中で、組合員全員で事業が可能な企業組合を設
⽴する運びとなりました。

■現在までの活動について

　企業組合設⽴まで、佐伯市を藍の街にしたい
という志をもった現在の組合員4名で藍のお茶
の試作を⾏ってきました。県外の藍のお茶の⽣
産者に、藍の栽培の方法やお茶の製造方法など
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を学んできました。より良い商品をお客様に届
けたいとの思いから、栽培から加⼯、商品に至
るまで⼿作りにこだわり商品化を⾏いました。
　藍のお茶は、ほうじ茶等の商品とブレンドし
て販売しているものもありますが、開発した藍
のお茶は、藍の葉と茎のみを⼿焙煎すること
で、香りの良い飲みやすい商品となりました。
　現在は、佐伯地域の方々に知ってもらえるよ
うにパンフレット配布や直接販売を⾏っていま
す。

■当組合の強みや特長について

　当組合の特⻑は、藍の栽培や扱いのプロ
フェッショナルが組合員となっていることで
す。藍を⻑年染料として扱ってきた組合員や、
⻑年農業を営んできた組合員など藍の栽培から
加⼯、商品に至るまでの各⼯程でそれぞれの組
合員が⼒を発揮しています。
　藍の栽培に適した土壌づくりから藍の状態を
把握して加⼯することで、他にはない藍のお茶
となります。

■今後の活動について

　より多くの⼈に佐伯の藍を知ってもらうため
に県内の物産館やインターネットを通じた販売
などを⾏っていこうと考えています。また、藍
を身近に感じていただけるよう藍を使⽤した商
品開発にも⼒を⼊れていきます。

　組合員全員で⼒を合わせ、⽣まれ育ってきた
佐伯の地域を藍のお茶を通して活性化し、佐伯
市を藍の街といわれるよう、事業を発展させて
いきます。

藍のお茶

藍の栽培の様子 藍の茶葉
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ニュース フラッシュNews
flash

大分県中央会事業のご報告

■令和２年度組合管理者講習会を
　開催しました。

２月25日、令和２年度組合管理者講習会を開催
し、大分県商工観光労働部長　高濱　航氏を講師と
して招聘し、「コロナ禍対応のための大分県の中小
企業施策等について」と題して大分県が取り組んで
いるコロナ支援策、将来の大分の産業について講演
いただきました。
本年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観

点から、会場・Webのハイブリッド形式で開催
し、両形式いずれも多くの組合関係者様よりご参加
をいただきました。
組合管理者講習会は、組合運営が円滑に実施さ

れ、更なる充実を図ることを目的に、組合の管理及
び事業推進の要である組合役職員を対象として毎年
開催されています。

■中小企業後継者創出・育成支援事業の
　セミナーを開催しました。
　２月10日に
大分センチュ
リーホテルにお
いて、会場とオ
ンライン同時開
催のセミナーを
実施しました。
講師に是永逸郎
中小企業診断士
を招聘し、会場とオンライン参加者25名に対して
『Withコロナ時代における人材確保のための情報
発信セミナー』をテーマとして、コロナ禍における
人材確保のための情報発信の仕方やインターネット

の活用方法などについてお話をしていただきまし
た。参加者からは「インターネット等を今後自社で
も活用したい」などの意見があがっており、セミ
ナーは盛会裏に終了しました。

■組合青年部全国講習会をZoomにて
　開催しました。
　2020年度組合青年部全国講習会が令和3年2
月26日に開催されました。本年度は、新型コロナ
ウイルス感染症感染拡大防止の観点からZoomを
用いたWEB会議形式となりました。「いますぐ×こ
れから」をテーマに１部UBAサミット、２部全国
講習会の構成で行われました。１部では、「青年部
活動を止めるな　オンラインがあるじゃないか」の
演題でUBA副会長戸島健雅氏がオンラインツール
を活用した活動について講演がありました。２部で
は、「逆境に負けない強い中小企業の在り方」の演
題で株式会社minitts代表取締役中村朱美氏が
withコロナafterコロナ時代での飲食業の事業展開
について講演がありました。

■第2回中央会青年部研修会をZoomにて
　開催しました。
　令和３年２月12日に大分県中央会会長室におい
て第２回青年部研修会がZoomを利用し開催され
ました。研修会は、大分合同文化教室文章学 講師 
可児敦彦氏をお招きして「『密から疎』への新しい
生活」をテーマに開催されました。本研修会では、
コロナ禍で変化してきた生活様式について、日本の
歴史的な背景を交えてお話しいただきました。ま
た、言葉の意味の大切さを学ぶことができました。

■令和２年度組合等BCP策定支援事業を
　開催しました。
　令和２年８月より９月、10月、11月、12月、
令和３年２月と全６回に亘り、千葉県より事業継続
計画策定の専門家である事継舎代表佐藤雅信氏を招
聘し当事業を開催しました。今年度は市町村と災害
協定を結んでいる組合から大分中央生コンクリート
協同組合を選定しました。組合及び組合員企業全
14社、15工場が事業継続計画を策定し、災害時
の避難計画では無く、災害時にいかにして事業を継
続していくかという計画を策定しております。長期
間に亘っての事業でしたが、１社も脱落すること
なく組合及び全組合員が策定したことにより一
層、実効性の高い計画となっております。

■安定した輸送力確保に向けた取組のお願い
（公益社団法人全日本トラック協会）
　トラック運送業界は、国民の生活と経済を守るた
めのライフラインとして、さらに今般の新型コロナ
ウイルス感染拡大のなかでも、ステイホームを支え
るエッセンシャル事業として、国内物流の中心的な
役割を果たす一方、今後も持続的に輸送ニーズに的
確に応え、安定した輸送力を確保していくにあたっ
ては、「ドライバー不足」と「働き方改革への対応」
という課題に直面しています。
　平成30年に成立した働き方改革関連法において
は、早期にドライバーの労働環境及び待遇改善を図
り、物流の担い手であるドライバー不足を解消する
ことが急務となっています。こうした状況を踏ま
え、平成30年12月に貨物自動車運送事業法の改
正が行われました。この法改正では、法令を遵守し
ない悪質なトラック運送事業者に厳正に対処するた
めの措置のほか、荷主の皆様にご協力いただきたい
事項が盛り込まれています。
　つきましては、新型コロナウイルスによる業務へ
の影響もあるとは存じますが、下記取り組みにつき
まして、何卒ご理解・ご協力を賜りますようよろし
くお願いいたします。
　1トラック運送事業者の法令遵守について
　2「標準的な運賃」の活用について
　3「ホワイト物流」推進運動の参加について

■青年部を対象に、研修会の開催費用を
　一部補助します。
　大分県中小企業団体中央会では、会員青年部を対
象に、各組合青年部が開催する研修会・セミナーの
開催費用の一部補助を行っています。

　主な補助対象費用は、会場費や講師謝金です。な
お、予算に達し次第、募集を終了します。
　令和３年４月以降に開催されるもので、総会等に
あわせて行う研修会など、補助利用を検討したい方
は、当会青年部会事務局までお早目にご相談くださ
い。

■おおいた子育て応援団「しごと子育てサポー
ト企業」認証を取得してみませんか。
　おおいた子育て応援団「しごと
子育てサポート企業」とは、自社
の従業員の仕事と子育ての両立を
支援していただく企業・事業所で
す。大分県が、子育てをサポート
する企業として認証することによ
り、認証企業のイメージアップや社会的評価の向上
を図り、多くの企業に認証を受けていただくこと
で、子育て応援社会の実現を目指す制度です。認
証・登録されると、大分県のホームページなどで広
く県民に紹介され、認証マークを名刺等で使用する
ことで企業イメージの向上が図れます。また、企業
の社会的評価が向上し、優秀な人材が確保しやす
くなり、連携した金融機関の融資金利の優遇を受
けることができます。詳しくは当会へご相談くださ
い。

■本誌で紹介する組合を募集しています。
　本誌に登場していただける組合を募集していま
す。組合の活躍状況や業務PRなど、他組合の参考
事例とさせていただきます。組合の情報発信、組合
員間相互の連携に向けた一助として、ぜひご協力く
ださい。

中小企業組合における総会開催の留意点について

　中小企業組合における総会は、最高意思決定機関であり、年１回の通常総会は重要で必要な
手続きであるため、不要不急の行為には該当せず、感染拡大防止への対策をとりながら開催し
ていただくことが必要です。開催方法等ご不明な点がございましたら当会へご相談ください。

第１回正副会長・常任理事合同会議、第１回理事会
　令和３年５月10日（月）13：30～
　トキハ会館
　　第１回正副会長・常任理事合同会議　13：30～
　　（６階　さくらの間）
　　第１回理事会　14：30～
　　（５階　ローズの間）

第66回通常総会
令和３年６月16日（水）15：00～
ホテル日航大分オアシスタワー
（５階　孔雀の間） 
※日程は変更になる可能性があります。

■令和３年度大分県中央会理事会、通常総会のご案内
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ニュース フラッシュNews
flash

大分県中央会事業のご報告

■令和２年度組合管理者講習会を
　開催しました。

２月25日、令和２年度組合管理者講習会を開催
し、大分県商工観光労働部長　高濱　航氏を講師と
して招聘し、「コロナ禍対応のための大分県の中小
企業施策等について」と題して大分県が取り組んで
いるコロナ支援策、将来の大分の産業について講演
いただきました。
本年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から、会場・Webのハイブリッド形式で開催
し、両形式いずれも多くの組合関係者様よりご参加
をいただきました。
組合管理者講習会は、組合運営が円滑に実施さ
れ、更なる充実を図ることを目的に、組合の管理及
び事業推進の要である組合役職員を対象として毎年
開催されています。

■中小企業後継者創出・育成支援事業の
　セミナーを開催しました。
　２月10日に
大分センチュ
リーホテルにお
いて、会場とオ
ンライン同時開
催のセミナーを
実施しました。
講師に是永逸郎
中小企業診断士
を招聘し、会場とオンライン参加者25名に対して
『Withコロナ時代における人材確保のための情報
発信セミナー』をテーマとして、コロナ禍における
人材確保のための情報発信の仕方やインターネット

の活用方法などについてお話をしていただきまし
た。参加者からは「インターネット等を今後自社で
も活用したい」などの意見があがっており、セミ
ナーは盛会裏に終了しました。

■組合青年部全国講習会をZoomにて
　開催しました。
　2020年度組合青年部全国講習会が令和3年2
月26日に開催されました。本年度は、新型コロナ
ウイルス感染症感染拡大防止の観点からZoomを
用いたWEB会議形式となりました。「いますぐ×こ
れから」をテーマに１部UBAサミット、２部全国
講習会の構成で行われました。１部では、「青年部
活動を止めるな　オンラインがあるじゃないか」の
演題でUBA副会長戸島健雅氏がオンラインツール
を活用した活動について講演がありました。２部で
は、「逆境に負けない強い中小企業の在り方」の演
題で株式会社minitts代表取締役中村朱美氏が
withコロナafterコロナ時代での飲食業の事業展開
について講演がありました。

■第2回中央会青年部研修会をZoomにて
　開催しました。
　令和３年２月12日に大分県中央会会長室におい
て第２回青年部研修会がZoomを利用し開催され
ました。研修会は、大分合同文化教室文章学 講師 
可児敦彦氏をお招きして「『密から疎』への新しい
生活」をテーマに開催されました。本研修会では、
コロナ禍で変化してきた生活様式について、日本の
歴史的な背景を交えてお話しいただきました。ま
た、言葉の意味の大切さを学ぶことができました。

■令和２年度組合等BCP策定支援事業を
　開催しました。
　令和２年８月より９月、10月、11月、12月、
令和３年２月と全６回に亘り、千葉県より事業継続
計画策定の専門家である事継舎代表佐藤雅信氏を招
聘し当事業を開催しました。今年度は市町村と災害
協定を結んでいる組合から大分中央生コンクリート
協同組合を選定しました。組合及び組合員企業全
14社、15工場が事業継続計画を策定し、災害時
の避難計画では無く、災害時にいかにして事業を継
続していくかという計画を策定しております。長期
間に亘っての事業でしたが、１社も脱落すること
なく組合及び全組合員が策定したことにより一
層、実効性の高い計画となっております。

■安定した輸送力確保に向けた取組のお願い
（公益社団法人全日本トラック協会）
　トラック運送業界は、国民の生活と経済を守るた
めのライフラインとして、さらに今般の新型コロナ
ウイルス感染拡大のなかでも、ステイホームを支え
るエッセンシャル事業として、国内物流の中心的な
役割を果たす一方、今後も持続的に輸送ニーズに的
確に応え、安定した輸送力を確保していくにあたっ
ては、「ドライバー不足」と「働き方改革への対応」
という課題に直面しています。
　平成30年に成立した働き方改革関連法において
は、早期にドライバーの労働環境及び待遇改善を図
り、物流の担い手であるドライバー不足を解消する
ことが急務となっています。こうした状況を踏ま
え、平成30年12月に貨物自動車運送事業法の改
正が行われました。この法改正では、法令を遵守し
ない悪質なトラック運送事業者に厳正に対処するた
めの措置のほか、荷主の皆様にご協力いただきたい
事項が盛り込まれています。
　つきましては、新型コロナウイルスによる業務へ
の影響もあるとは存じますが、下記取り組みにつき
まして、何卒ご理解・ご協力を賜りますようよろし
くお願いいたします。
　1トラック運送事業者の法令遵守について
　2「標準的な運賃」の活用について
　3「ホワイト物流」推進運動の参加について

■青年部を対象に、研修会の開催費用を
　一部補助します。
　大分県中小企業団体中央会では、会員青年部を対
象に、各組合青年部が開催する研修会・セミナーの
開催費用の一部補助を行っています。

　主な補助対象費用は、会場費や講師謝金です。な
お、予算に達し次第、募集を終了します。
　令和３年４月以降に開催されるもので、総会等に
あわせて行う研修会など、補助利用を検討したい方
は、当会青年部会事務局までお早目にご相談くださ
い。

■おおいた子育て応援団「しごと子育てサポー
ト企業」認証を取得してみませんか。
　おおいた子育て応援団「しごと
子育てサポート企業」とは、自社
の従業員の仕事と子育ての両立を
支援していただく企業・事業所で
す。大分県が、子育てをサポート
する企業として認証することによ
り、認証企業のイメージアップや社会的評価の向上
を図り、多くの企業に認証を受けていただくこと
で、子育て応援社会の実現を目指す制度です。認
証・登録されると、大分県のホームページなどで広
く県民に紹介され、認証マークを名刺等で使用する
ことで企業イメージの向上が図れます。また、企業
の社会的評価が向上し、優秀な人材が確保しやす
くなり、連携した金融機関の融資金利の優遇を受
けることができます。詳しくは当会へご相談くださ
い。

■本誌で紹介する組合を募集しています。
　本誌に登場していただける組合を募集していま
す。組合の活躍状況や業務PRなど、他組合の参考
事例とさせていただきます。組合の情報発信、組合
員間相互の連携に向けた一助として、ぜひご協力く
ださい。

中小企業組合における総会開催の留意点について

　中小企業組合における総会は、最高意思決定機関であり、年１回の通常総会は重要で必要な
手続きであるため、不要不急の行為には該当せず、感染拡大防止への対策をとりながら開催し
ていただくことが必要です。開催方法等ご不明な点がございましたら当会へご相談ください。

第１回正副会長・常任理事合同会議、第１回理事会
　令和３年５月10日（月）13：30～
　トキハ会館
　　第１回正副会長・常任理事合同会議　13：30～
　　（６階　さくらの間）
　　第１回理事会　14：30～
　　（５階　ローズの間）

第66回通常総会
令和３年６月16日（水）15：00～
ホテル日航大分オアシスタワー
（５階　孔雀の間） 
※日程は変更になる可能性があります。

■令和３年度大分県中央会理事会、通常総会のご案内
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経営革新計画支援事例のご紹介

企 業 名：
テ  ー  マ：

承  認  月：
計画概要：

事例１

企 業 名：
テ  ー  マ：

承  認  月：
計画概要：

事例２

企 業 名：
テ  ー  マ：

承  認  月：
計画概要：

本野はきもの工業
大分県日田市の特産品『（日田）梨』と『（日田）下駄』のコラボレーション商品
『成し遂げた』セットの開発
令和３年２月
日田市の特産品『（日田）梨』と『（日田）下駄』のコラボレーション商品としてギフト商品『成し遂げ
た』の商品開発を行う。『成し遂げた』という言葉には『事をなした様』という意味があり、日ごろか
ら頑張っている事をやり遂げた、出来た、こなしたという際に自分へ、大切な人へ“ごほうび”の気
持ちを込めたギフト商品となっている。『ご褒美』好きな世代、面白いものが好きな方、オリジナリ
ティーのある贈り物を探している方、幅広い世代で手に取っていただけるギフト商品を提供する。
今のコロナ禍での辛い状況に少しでも笑顔を増やせる商材とし、コラボレーション商品としての
ブランド化と日田の特産品の認知度向上に繋げていく。

城南木材株式会社
DIYリフォーム無料アドバイザーによるイベント、情報誌、ネットを通じた
相談・情報発信と木材・建材・加工の受注促進
令和２年４月
従来のリフォームアドバイザーやリフォーム工事業とは異なり、リフォームをDIYでやっていた
だくことのお手伝いをする事業である。木材の専門家によるDIYリフォームのアドバイスや木材
の販売の他、工具の貸し出しや材料加工、インテリアコーディネーターなどの複数のオプションも
準備している。

株式会社古川製菓
地産食材でカラフルスイーツ。和洋菓子店ならではの餡子を練り込んだ五
感で楽しめるカラフルガトーショコラを開発し、販路拡大を図る。
令和２年10月
宇目の栗、円熟トマト、因尾茶、マリンレモン、佐伯苺などの地産食材を練り込んだカラフルなガ
トーショコラ、商品名“佐伯の恵みにあんガトーショコラ”を開発。口で楽しむ味覚だけでなく、嗅
覚、視覚など五感で楽しめるスイーツ。店頭販売のほか、道の駅等での販売も行う。

事例３

令和２年度新設組合の紹介
本会では、中小企業組合の設立を積極的にサポートしています。本年度、本会が設立支援を行った組合を紹介いたします。

№ 組合名 住所 代表理事 設⽴年⽉日 事業内容

１ DLH協同組合 ⼤分市⼤字国分字下河原
1945番地の１ 重住　和彦 令和２年４⽉22日 外国⼈技能実習⽣共同受⼊

事業

２ ⼤分ドストク協同組合 ⼤分市⼤字神崎字⼩谷
2399番地 石川　　剛 令和２年８⽉３日 外国⼈技能実習⽣共同受⼊

事業

３ ９-asia協同組合 ⼤分市⼤字三佐
2306番地の６の２ 甲斐啓⼀朗 令和２年10⽉８日 外国⼈技能実習⽣共同受⼊

事業

４ 協同組合国東市
さ吉くんカード会

国東市国⾒町伊美
2225番地１ 堀田　⼀則 令和２年10⽉２日 ポイントカード事業

５ 企業組合
エマージェンシーサポートおおいた ⼤分市田尻北６番15号 上田　良子 令和３年１⽉14日 防災グッズの販売

６ MIKSグローバリズム事業
協同組合

⼤分市⾼松⼀丁目
９番15号 荒牧　　睦 令和３年１⽉19日 外国⼈技能実習⽣共同受⼊

事業

７ 企業組合藍彩 佐伯市⼤字上岡
2008番地１ 髙司　和子 令和３年１⽉26日 藍の栽培、加⼯及び販売

８ 企業組合別府おもてなし会議 別府市駅前本町１番４号 宮﨑　省三 令和３年３⽉４日 各種イベント企画・運営
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情報連絡員レポート

【１月の景況】
　１月のＤＩは、前月に比べ、９指標のうち１指標の
み好転、４指標が悪化、４指標は横ばいであった。
１都２府８県の緊急事態宣言の再発令が、県内の
事業者へも影響をもたらしていることがうかがわれ
る。主要３指標（景況、売上高、収益）に関して
は、景況感ＤＩ値は、△３９と前月の△３９に対して
横ばい、売上高ＤＩ値は、△３７と前月の△２６に対
して１１ポイント悪化、収益ＤＩ値は、△２８で前月
の△２４に対して４ポイントの悪化であった。今後、
新型コロナウイルスの影響により多くの業種で更に
悪化することが懸念される。

令和３年１月分

売上高 在庫数量 販売価格 取引条件 収益状況 資金繰り 設備操業度 雇用人数 業界の景況

製
　
　
造
　
　
業

食 料 品

繊 維 工 業

木 材・ 木 製 品

印 刷

窯業・土石製品

鉄 鋼・ 金 属

一 般 機 器

輸 送 機 器

そ の 他

非
　
製
　
造
　
業

卸 売 業

小 売 業

商 店 街

サ ー ビ ス 業

建 設 業

運 輸 業

好　　転 やや好転 変わらず やや悪化 悪　　化

※ＤＩ（ディフュージョン・インデックス）値とは景気の動きを捉えるための指標です。
　計算方法　［（増加・好転組合数－減少・悪化組合数）／調査対象組合］×100

景況感DI値

全国景況感 売上高 収益状況

H30.1 R1.1 R2.1 R3.1

20.0

0.0

－20.0

－40.0

－60.0

－80.0

－100

「１月のＤＩは全指標が悪化」
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点と線 おおいたビジネスプラットフォーム
事業協同組合　理事長
社会保険労務士　工藤 和義 氏

　コロナがきっかけで、テレワークへの推奨や出向対応な
どが幅広く実施されると共に「業種・業態の変化」などに
より、労働力移動や柔軟な働き方が社会全般的に認識され
てきたと思えます。
　今回は、令和２年９月に「副業・兼業の促進に関するガ
イドライン」の改定がありましたので、その内容とともに
副業・兼業に対しての企業の取り組みについて考えてみた
いと思います。

１）副業・兼業の状況
　副業・兼業がクローズアップされるようになったのは、
働き方改革推進として、時間外労働の制限と有給休暇取得
促進などにより、心身の充実と効率化を目指すようになっ
てからだと思います。AI技術の進展などにより、積極的な
業務改革を行うことで“人手不足”も解消でき、労働者に
とってもワークライフバランスでより心豊かな生活を！と
いうことで、法改正などを行い進めてきました。
　効率化を図り、企業体質を“筋肉質”へと変化させて収
益体質を向上させようとする中で、本業での“残業減少”
に伴い、収入も減少（企業にとっては人件費削減）となる
労働者が問題となります。そこで、副業・兼業を認めて、「他
で収入を補って」というような状況になってきたのだと思
います。
　ただ、「本業ではなく、他で収入を」とは言いにくいこと
もあってか、「他での経験はスキルアップにつながる」など
が理由として多く聞かれましたが、やはり実態としては、
「収入の補填」ということがほとんどの理由です。

0 20 40 60

1 つの仕事だけでは収入が少なすぎて、生活自体ができないから

働くことができる時間帯に制約があり、１つの仕事で生活を
営めるような収入を得られる仕事に就けなかったから

収入を増やしたいから

ローンなど借金や負債を抱えているため

転職したいから

独立したいから

自分で活躍できる場を広げたいから

様々な分野の人とつながりができるから

現在の仕事で必要な能力を活用・向上させるため

【副業・兼業を行う理由】 労働政策研究機構　令和２年実態調査より
（単位：%）

39.7

7.9

56.6

11.6

2.3

4.8

19.8

13.6

9.5

２）副業・兼業における労務管理の問題
　本業も副業・兼業ともに雇用となる場合に、それぞれの
企業で労働基準法の適用者ということになります。
【労働基準法第38条第１項】
　労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時
間に関する規定の適用については通算する。
　つまり、兼業・副業の労働時間含めて、労働時間の適用
を受けることなります。
　ガイドラインでは、雇用契約を時間的に先に締結した事
業場（A）と後に締結した事業場（B）で、考えるとAの時
間外労働とBの労働時間の合計が単月100時間未満、複数

月平均80時間以内となるようにそれぞれの事業場で労働時
間の設定をするようにとなっています。

A事業場
４月　所定 171時間　時間外 42

B事業場
４月　所定＊＊＊　時間外＊＊

この２つの合
計時間が上記
範囲内の設定
となります。

【副業・兼業の制限】
また、副業・兼業を企業が制限することについて、「裁判
例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用す
るかは、基本的には労働者の自由であり各企業でそれを制
限することが許されるのは例として以下のような場合であ
る」として、厚生労働省のモデル就業規則でも「労働者は
勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することが
できると“容認”状態へと変更しています。
①		労務提供上の支障がある場合（疲労の蓄積その他本業
に差し支える状態）

②	業務上の秘密が漏洩する場合
③	競業により自社の利益が害される場合
④		自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する
行為がある場合

さらに、裁判例では、就業規則の記載で「副業を行う場
合には許可を得ること」となっていても、許可を得ずに行っ
た懲戒については、許可を得ずに行ったとしても、職場秩
序に影響せず、企業における労務提供に支障がなければ、
違反には当たらないとして処分を認めていないものもあり
ます。

【健康確保措置】
労働安全衛生法においての健康診断については、A・B事
業場を通算した労働時間でのストレスチェックや面接指導
を規定してはいません。
しかし、労働時間の通算という労働基準法の適用から、
企業が時間外等含めての把握管理の必要性があることから、
“通算した労働時間に基づき、健康確保措置を実施するこ
とが適当である”としています。
法的な問題というよりは、疲労状態などが本業において
の事故・トラブルなどのリスクと健康障害などによる休職
などとなると人手不足に陥りかねません。
そのような点から考えると“労働時間というよりは体力・
心力の保持”ということを考えるのが良いかもしれません。

３）企業としての対応
副業・兼業を行う従業員と他社の従業員の副業・兼業を
受けいれる場合とを想定して、以下のような企業体制を見
直す必要があると思います。
①	就業規則においての副業・兼業の規定内容
②	労働時間の規定
③	健康診断等安全衛生に関する規定
④	副業・兼業の申告書等書式や手順等の策定
ご検討ください。

副業・兼業への対応について
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①個別専門指導事業　※令和３年度の県の予算成立が前提となります

令和３年度中央会の補助事業のご案内

［事業趣旨］
　組合が抱える問題（法律、税務、労働など）や挑戦する新たな事業（連携や経営革新）の課題を解決す
るための指導やアドバイスを弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等の専門家を活用した個別相
談を行います。

［事業の趣旨］
　中小企業組合等課題対応支援事業（以下「本事業」という）は、中小企業者が経済的・社会的環境の変
化に対応するため、新たな活路の開拓、単独では解決困難な諸問題、その他中小企業の発展に寄与する
テーマ等について、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（以下「組合等」という）
が行う、これを改善するための取組みに対して、全国中小企業団体中央会が支援を行います。
［補助対象となる事業の種類］
（１）中小企業組合等活路開拓事業（展示会等出展・開催を含む）
（２）組合等情報ネットワークシステム等開発事業
（３）連合会（全国組合）等研修事業
［補助金額、補助率及び補助対象経費］
（１）補助金額（消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます）を含みません）

①中小企業組合等活路開拓事業
　（大規模・高度型）※ 上限 2,000万円 （下限 100万円）
　（通常型） 上限 1,200万円 （下限 100万円）
　（展示会等出展・開催） 上限 1,200万円 （下限 なし）
② 組合等情報ネットワークシステム等開発事業
　（大規模・高度型）※ 上限 2,000万円 （下限 100万円）
　（通常型） 上限 1,200万円 （下限 100万円）
③ 連合会（全国組合）等研修事業 上限 300万円 （下限なし）
※大規模・高度型は、補助金申請予定額が1,200万円を超え、なおかつ事業終了後３年間以内に組
合等又は組合員等の「売上高が10％以上増加することが見込まれる」又は「コストが10％以上
削減されることが見込まれる」事業が該当します。

（２）補助率
　補助対象経費の10分の６の範囲内（全事業共通）

◎実施期間：
◎対 象 者： 

◎対象経費：

４月～翌年の２月末頃まで
中小企業組合

専門家謝金・旅費など  

［事業概要］

②中小企業組合等課題対応支援事業

◎経費の２／３を補助（１／３の自己負担）

問い合わせ先　大分県中央会 （電話 097－536－6331）もしくは
　　　　　　　全国中小企業団体中央会（電話 03－3523－4905）

問い合わせ先　大分県中央会 （電話 097－536－6331）
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　組合は認可行政庁に対し、通常総会終了後２週間以内に決算関係書類、事業報告書、通常総会議事録を併せて「決算
関係書類提出書」として提出することが義務付けられています。

　総会で役員改選が行われた場合は、変更のあった日から２週間以内にその変更届も併せて提出することになります。
（役員の補充等、役員の一部に変更があった場合も届出が必要となります。）
　また、代表理事就任後、２週間以内に法務局で代表理事の変更登記も必要となります。（同じ人が再選されても登記
は必要となります。）

組合事務に必要な様式は、当会HPよりダウンロード可能です。ぜひご活用ください。
当会HP：https://www.chuokai-oita.or.jp/ 　「大分県中央会のご案内」→「各種様式集」

通常総会終了後の事務手続きについて

（※県所管の組合につきましては本会経由でご提出をお願いします。)

（※出資変更登記は事業年度末日から４週間以内)

泫 同一人が再選した場合も登記が必要です‼

□決算関係書類の提出

□役員変更届

□定款変更認可申請

□代表理事の変更登記

通常総会終了後２週間以内

役員変更のあった日から２週間以内

総会後速やかに

就任した日から２週間以内

□その他登記事項についての変更登記 変更のあった日から２週間以内
法 務 局

所管行政庁

③取引力強化推進事業
［事業趣旨］
　組合員である中小企業及び小規模事業者の取引力強化促進を図るため、中小企業・小規模事業者が連携し、共同
事業の活性化や受注促進等取引力の強化促進を図るために行う特徴的又は先進的な事業に対して支援を行います。

◎募集期間：
◎対 象 者： 
◎補 助 金：
◎対象経費：

６月頃
中小企業組合（構成員の１／２以上が小規模事業者であるもの）等
500千円を上限（下限額は100千円）　補助対象経費の３分の２
ホームページやチラシ等の検討や作成の費用など

①共同事業活性化：

②受 注 促 進：

③ブ ラ ン ド 構 築：

④取 引 条 件 改 善：

⑤ そ の 他 ：

共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組
合ホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等を
行う事業。
連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた
ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業。
団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改
革を促進するために行う事業。
上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進
するための事業。

　中小企業・小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注促進等取引力の強化促進を図るために行う、
先進的又は波及効果・横展開が期待できる事業。

［事業概要］

［具体的な事業分類］

問い合わせ先　大分県中央会 （電話 097－536－6331）
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大分支部の保険料率は以下のとおり改定されます。
加入者の皆さまの医療と健康を支えるため、このようなご負担につきまして、何とぞご理解をいただきます
ようお願い申し上げます。

※40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
※賞与については、支給日が３月１日分から変更後の保険料率が適用されます。
※任意継続被保険者の方は、本年４月分の保険料から変わります。

協会けんぽの加入者・事業主の皆さまへ
令和３年３月分（４月納付分）から協会けんぽの保険料率が変わります

加入者の皆さまの取組が、保険料率の伸びを抑える大きな力になることをご理解ください。

10.17%
令和３年２月分（３月納付分）まで

➡
健康保険料率

10.30%
令和３年３月分(４月納付分）から

1.79%
令和３年２月分（３月納付分）まで

➡
介護保険料率

1.80%
令和３年３月分(４月納付分）から

　各都道府県の保険料率は、地域の医療費水準に基づいて算出されます。
　加入者の皆さまに、①健康診断・保健指導を受けていただくこと、②企業を挙げて健康づくりに取り組んでいただくこと（健
康宣言）、③ジェネリック医薬品の使用促進を始めとする上手な医療のかかり方を身に付けていただくことで、大分県の医療
費の上昇を抑えることができれば、保険料率の伸びを抑えることができる仕組みとなっています

【健康保険料率】

【介護保険料率】

開設時間／月～金　８：30～17：00（祝・祭日を除く）
お問い合わせ先　大分県中小企業再生支援協議会
〒870-0026　大分市金池町３丁目１-64 大分県中小企業会館6Ｆ　TEL（097）540-6415

中
小
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業
の
み
な
さ
ま
へ

「
事
業
の
再
生
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事
業
の
再
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「
事
業
の
再
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応
援
し
ま
す

　」ご相談は
できるだけお早めに！
ご相談は無料です。
秘密は厳守！

専任の窓口専門家が常駐しています。
資料拝見の上、経営全般について
ヒヤリングを行います。

○経営の改革・改善全般の助言
○事業再構築
○金融調整
○不採算事業等の早期処理

第一次
対　応
（再生支援窓口）

第二次
対　応
（個別支援チーム）

事前
予約制
です。

再生支援の流れ

抱える課題の抽出
各種アドバイス

〈連携支援機関〉
○商工会議所・商工会等
○中小企業基盤整備機構
○政府系金融機関

紹　介

 再生計画策定支援
弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、金融機関等で構
成される個別支援チームにより再生計画策定を支援します。
 フォローアップ
計画策定後のフォローアップ。

！！！
支援内容によっては負担が発生する場合があります。

広  告
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将来の後継者や事業承継（M＆A・第三者承継など）について、お悩みはありませんか？

大分県事業引継ぎ支援センター
無料・秘密厳守で対応する公的な支援機関です

経営者の皆さん、後継者は決まっていますか？
後継者がいない場合でも事業の存続を可能にする方法があります。

後継者がいない、事業を継続するか悩んでいる
事業の拡大・新分野の進出を考えている

そんな方は是非、
大分事業引継ぎ支援センターに
ご相談ください。

相談窓口 毎週月～金曜日　8:30～ 17:15
（年末年始、祝日を除く）

秘密厳守
相談無料

ご連絡・お問い合わせ先

TEL：097-585-5010　FAX：097-585-5011
ホームページ　https://hikitsugi.oita-shokokai.or.jp/　　　　Eメール　oita-hikitsugi@royal.ocn.ne.jp

大分県事業引継ぎ支援センター 〒870-0026　大分市金池町3-1-64
大分県中小企業会館5階

お問い合わせ

（けんしん）

最寄りのけんしん、もしくは

0120-017-319

　当組合は、肺がんや脳卒中等のリスクを高めるとされる受動喫煙を防ぐ環境づくりに資する目的で、「受動
喫煙防止対策融資ファンド」を取扱開始しました。
　各市町と共同開発した「健康定期」でお預けいただいた資金を大分県民の健康寿命延伸に循環させるため
の「健康寿命日本一おうえん融資ファンド」の取り扱い、各地で開催する「健康セミナー」等を通して、これ
からも県民の健康づくりのお役に立ちたいと考えております。

飲食店・旅館・小売店等の事業者の皆様へ
受動喫煙防止対策融資ファンド

健康診査の受診率向上

低利での返済

非喫煙者が
安心して利用できる環境

大分県民

事業者大分県
信用組合

受動喫煙防止対策融資ファンド

受動喫煙防止対策健康定期

　融資期間 15年以内（期間10年超は変動金利）

　資金使途 設備資金
・受動喫煙防止対策工事等費用
・喫煙専用室の屋外等撤去費用
　(撤去後のスペース活用工事費用含）
・同対策用設備資金額の借換資金および従業員の健康づくり
　に資する資金。（従業員向けリフレッシュルーム・トレー
　ニングルームおよびそれらに係る器具等）
・上記に伴う内装工事費用

　取扱開始日 平成30年4月2日(月） 

　総　　額 20億円 

　名　　称 受動喫煙防止対策融資ファンド
まろっと健康

※名称「まろっと健康」（大分弁）は、「まるっきり健康」の意味です。

　融資限度 5,000万円

　科　　目 手形貸付・証書貸付

　担　　保 1,000万円未満は原則無担保

　金　　利 年1.975%

※認定健康経営事業所は、上記から0.3％優遇。

禁煙

年1.675%★最優遇金利

年2.475%分煙

広  告
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TEL 097-534-4157

大分市都町（アートホテル大分隣り）

お取り扱いの詳細は、下記までお問い合わせください。
大樹生命保険株式会社 https://www.taiju-life.co.jp/

大 分 支 社〒870-0035 大分県大分市中央町2-9-24 大樹生命大分ビル2F　TEL：097-532-0195
大分営業部〒870-0035 大分県大分市中央町2-9-24 大樹生命大分ビル8F　TEL：097-532-0196
鶴崎営業部〒870-0105 大分県大分市西鶴崎1-5-18　TEL：097-521-0691
中津営業部〒871-0031 大分県中津市中殿町3-31-15　TEL：0979-22-1536

限りない繁栄のために…
リスクマネジメントは万全ですか？

事業保全資金

※ 一部対象とならない商品・契約がございますので、
 詳細は下記までお問い合わせください。

役員の退職慰労金・弔慰金

従業員の退職金・弔慰金

事業承継・相続

就業不能

大分県中小企業団体中央会団体扱
「オーナーズプラン」のご案内

B-2020-5002（2020.4）
使用期限 2021.3.31

カンタン
仮申込♪

（2020年12月１日現在）

広  告
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経営承継借換関連保証制度のご案内
　今後事業承継を予定しているが、経営者保証の提供が承継の妨げとなっているという事例に対応する為
に創設された制度です。既存の借入（プロパーを含む）のうち、経営者保証を付しているものについて、以
下の要件を満たし大臣の認定を受けた場合に無保証人で借換を行うことが可能です。

対　 象　 者

次の（1）～（2）のいずれにも該当する会社である中小企業者 
（1） 次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

第12条第１項第１号ニの規程による経済産業大臣の認定を受けていること
　　① 中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証して

いることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められる
こと

　　②認定申請の日の直前の決算において、次の要件（※1）を満たすこと 
　　　ア．資産超過であること 
　　　イ．EBITDA 有利子負債倍率が10倍以内であること 
　　　　　EBITDA 有利子負債倍率：（借入金・社債-現預金）÷（営業利益+減価償却費）
　　　　※１　 認定取得後、申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算において

もこの要件を満たすことが必要です。 
　　③当該中小企業者が認定申請日より３年以内に事業承継を予定していること

（2）信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること 
（3）信用保証協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと

対 象 資 金 既存の債務のうち経営者保証を付しているものの借換資金（プロパーを含む） 

保証限度額 ２億８千万円（他の保証制度とは別枠です）

貸 付 金 利 金融機関所定の利率 

保 証 料 率
0.35～1.75%（令和３年３月31日まで保証協会が0.1～0.15%の割引を実施）
経営者保証コーディネーターの確認（※2）を受けた場合は0.2～1.15% 
※2　事業承継時判断材料チェックシートの提出が必要です。

融 資 期 間 一括返済の場合 １年以内、分割返済の場合 10年以内（据置期間は１年以内とする）

担 保 等 担保：必要に応じて　保証人：不要 

取扱金融機関 現に申込中小企業者と与信取引を有している約定金融機関
（信用保証付貸出を含む。現に残高があることが必要。）

お問い合わせ先
　　保証一課（大分市、竹田市、豊後大野市、由布市（旧湯布院町を除く））  097-532-8246
　　保証二課（上記以外の地域）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 097-532-8247
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