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企業（起業）支援制度一覧 

 

 

貢 事業名 概要 補助率等 

１ 中小企業特別融資制度 

中小企業者の事業に必要な資金の融資を円滑

にし、中小企業の振興を図ることを目的とす

る。保証料については、市が負担する。 

融資利率 年 1.８％ 

保証料 市が負担 

２ 
小口零細企業特別融資制

度 

小規模企業者の事業に必要な資金の融資を円

滑にし、中小企業の振興を図ることを目的と

する。保証料については、市が負担する。 

融資利率 年 1.６％ 

保証料 市が負担 

３ 
中小企業人材育成事業費

補助金 

市内の中小企業者の資質向上や能力・技術の

向上等を図るため、研修事業及び研修事業等

を受講する際に必要な費用の一部を助成しま

す。 

１人１回３万円上限 

（限度額 1社 30 万

円） 

４ 創業支援事業補助金 

「日南市創業支援事業計画」に基づき、日南

市内で創業を予定されている方に対して、創

業に必要な費用の一部を助成します。 

補助対象経費の３分

の２以内 

限度額 30 万円 

５ 事業承継推進事業補助金 

市内の中小企業者の事業承継に向けた取組を

支援するため、事業承継に必要な費用の一部

を助成します。 

補助対象経費の３分

の２以内 

限度額 50 万円 

６ 
大都市圏人材採用支援事

業補助金 

市内の中小企業者の採用活動の促進及び人材

確保のため、中小企業者が大都市圏で開催さ

れる採用イベント等に参加するための費用の

一部を助成します。 

補助対象経費の３分

の２以内 

限度額 10 万円 

（年度内一回限り） 

７ 

生産性向上特別措置法に

よる償却資産にかかる固

定資産税の特例措置 

市内中小企業が本市から認定を受けた先端設

備等導入計画に基づき導入する設備等の固定

資産税が軽減されます。 

新規設備投資に係る

固定資産税が３年間

ゼロ 

８ 企業立地優遇制度 

企業立地を促進するため、市内において工

場、道路貨物運送施設、倉庫施設、研究開発

施設、観光施設、情報サービス施設及びコー

ルセンター施設を新設又は増設する者に対し

て必要な措置を行います。 

詳細は別紙 

 



日南市中小企業特別融資制度のご案内  
 

                                 令和３年４月１日現在 

◎この融資制度の目的 

    この制度は、中小企業者の事業に必要な資金の融資を円滑にし、もって中小企業の振興を図る

ことを目的とします。 

 

◎融資の対象 

 ①中小企業者（保証対象業種） 

 ②市内に住所を有し、事業を営んでいる個人・法人 

 ③市税完納者 

 ④銀行取引停止処分を受けていない方 

 

◎融資の条件 

 ①融資限度額      １企業 １ ,０００万円以内 

            ただし、本制度の貸付残高と日南市小口零細企業特別融資制度の貸付残高

との合計が１ ,０００万円以内であること 

 

 ②融 資 期 間     運転資金・設備資金とも ８４ヵ月以内 

 

 ③資金の使途      事業経営上、必要な運転及び設備資金 

 

 ④融 資 利 率     年１．８０％ 

 

 ⑤保 証 料 率      市が負担 

 

 ⑥担 保     必要に応じて要 

 

 ⑦保 証 人     法人の場合は原則として代表者のみ 

            個人の場合は原則不要 

 

 ⑧償還の方法     一括又は分割償還 

 

 
 

 ◎必要書類     法  人  
 

 

 ◎必要書類     個  人  
 

 

 ①信用保証委託申込書 

 ②信用保証依頼書 

 ③信用保証委託契約書 

 ④印鑑証明書 

 ⑤固定資産名寄帳 

 ⑥設備整備に要する費用の見積書（設備資金のみ） 

 ⑦商業登記簿謄本（法務局のもの） 

 ⑧定款（写） 

 ⑨決算書２期分および直近の合計残高試算表 

 ⑩完納証明書（本庁税務課納税係及び各総合支所総務課税務係が発行するもの） 

 ⑪営業所付近の見取図 

 ⑫その他宮崎県信用保証協会のお願いする書類 
 

 

 ①信用保証委託申込書 

 ②信用保証依頼書 

 ③信用保証委託契約書 

 ④印鑑証明書 

 ⑤固定資産名寄帳 

⑥設備整備に要する費用の見積書（設備資金のみ） 

 ⑦過年度の申告決算書[損益計算書・貸借対照表の写](2期分) 

 ⑧完納証明書（本庁税務課納税係及び各総合支所総務課税務係が発行するもの） 

 ⑨営業所付近の見取図 

 ⑩その他宮崎県信用保証協会のお願いする書類 

 

 
 

 

◎申込み手続き 

 ○この制度は下記の金融機関（日南市内の支店）にて取り扱っております。 

  「宮崎銀行」「鹿児島銀行」「宮崎太陽銀行」「宮崎第一信用金庫」「宮崎県南部信用組合」 

 

 ○その他詳細については、日南市産業経済部商工・マーケティング課（℡３１－１１６９）まで 

 



日南市小口零細企業特別融資制度のご案内  
 

                                 令和３年４月１日現在 

◎この融資制度の目的 

    この制度は、「国の全国統一保障制度の対象」であって、小規模企業者の事業に必要な資金の

融資を円滑にし、もって小規模事業者の振興を図ることを目的とします。 

 

◎融資の対象 

 ①小規模企業者（保証対象業種） 

 ②市内に住所を有し、事業を営んでいる個人・法人 

 ③市税完納者 

 ④銀行取引停止処分を受けていない方 

 

◎融資の条件 

 ①融資限度額      １企業 １ ,０００万円以内 

                     ただし、既存の信用保証協会の保証付き貸付残高との合計が、 

 ２ ,０００万円以内であること 

            また、本制度の貸付残高と日南市中小企業特別融資制度の貸付残高との 

合計が、１ ,０００万円以内であること 

 

 ②融 資 期 間     運転資金・設備資金とも ８４ヵ月以内 

 

 ③資金の使途      事業経営上、必要な運転及び設備資金 

 

 ④融 資 利 率     年１．６０％ 

 

 ⑤保 証 料 率      市が負担 

 

 ⑥担 保     必要に応じて要 

 

 ⑦保 証 人     法人の場合は原則として代表者のみ 

            個人の場合は原則不要 

 

 ⑧償還の方法     一括又は分割償還 

 

 
 

 ◎必要書類     法  人  
 

 

 ◎必要書類     個  人  
 

 

 ①信用保証委託申込書 

 ②信用保証依頼書 

 ③信用保証委託契約書 

 ④印鑑証明書 

 ⑤固定資産名寄帳 

 ⑥設備整備に要する費用の見積書（設備資金のみ） 

 ⑦商業登記簿謄本（法務局のもの） 

 ⑧定款（写） 

 ⑨決算書２期分および直近の合計残高試算表 

 ⑩完納証明書（本庁税務課納税係及び各総合支所総務課税務係が発行するもの） 

 ⑪営業所付近の見取図 

 ⑫その他宮崎県信用保証協会のお願いする書類 
 

 

 ①信用保証委託申込書 

 ②信用保証依頼書 

 ③信用保証委託契約書 

 ④印鑑証明書 

 ⑤固定資産名寄帳 

⑥設備整備に要する費用の見積書（設備資金のみ） 

 ⑦過年度の申告決算書[損益計算書・貸借対照表の写](2期分) 

 ⑧完納証明書（本庁税務課納税係及び各総合支所総務課税務係が発行するもの）  

⑨営業所付近の見取図 

 ⑩その他宮崎県信用保証協会のお願いする書類 

 

 
 

 

◎申込み手続き 

 ○この制度は下記の金融機関（日南市内の支店）にて取り扱っております。 

  「宮崎銀行」「鹿児島銀行」「宮崎太陽銀行」「宮崎第一信用金庫」「宮崎県南部信用組合」 

 

 ○その他詳細については、日南市産業経済部商工・マーケティング課（℡３１－１１６９）まで 



日南市中小企業人材育成事業費補助金について 

 

 市内の中小企業者の資質向上や能力・技術の向上等を図るため、研修事業及び研修事業等を受

講する際に必要な費用の一部を助成します。 

 

１ 対象となる方 

  補助金申請の対象となる事業者は次の全てに該当する方です。 

（１）市内に主たる事務所を有する中小企業者及び当該中小企業者で構成する団体 

（２）税金を滞納していないもの 

 

２ 補助対象となる事業 

  補助金の交付対象となる研修事業は、次のとおりです。  

（１）商工会議所及び商工会が開催する研修事業 

（２）市内の中小企業者が自ら講師を外部から要請し独自に開催する研修事業 

（３）複数の市内中小企業者が共同で開催する研修事業 

（４）中小企業大学校が開催する研修事業 

（５）市外で行われる中小企業・団体等が開催する研修事業 

（６）勤務している中小企業者が推奨する通信講座 

（７）補助を受けようとする事業は、他の制度による助成を受けていないこと 

（８）前各号に掲げる研修事業のほか、市長が特に認めるもの 

 

３ 補助の内容 

  補助金の額は、１事業所につき、別表に掲げる範囲内とし、かつ、受講料等に係る補 

助金の額及び研修事業費にかかる補助金の額の合計が、１年度 30 万円を限度とする。 

区  分 補助対象経費 補助金の額 

受講料等 

受講料、教材費、交通費 

（ただし、交通費は、公共交通機関を利用し

た市外の研修に限る） 

受講者１人１回当たり３

万円を限度する 

通信講座に係る受講料、教材費 
受講者１人１回当たり１

万円を限度とする 

研修事業費 

講師・指導員等の謝金及び旅費、会場借上

料、資料購入費、印刷製本費、通信運搬費、

消耗品購入費、その他借損料 

対象経費の２分の１以内 

 

４ 補助金の申請 

  補助金申請を検討される方は、事前に日南市産業経済部 商工・マーケティング課まで御相 

談ください。 

 

５ 問合せ先 

  日南市産業経済部 商工・マーケティング課 商工係 

  TEL：０９８７-３１-１１６９ FAX ０９８７-３１-１２３０ 

  E－mail：syoko＠city.nichinan.lg.jp 



日南市創業支援事業補助金について 

 

「日南市創業支援事業計画」に基づき、日南市内で創業を予定されている方に対して、創

業に必要な費用の一部を助成します。 

 

１ 対象となる方 

  補助金申請の対象となる方は次の全てに該当する方です。 

（１）日南市創業支援事業計画に位置付けた特定創業支援事業（創業塾）を受講した方、

又は当該年度中に受講する予定がある方 

（２）日南商工会議所、北郷町商工会、南郷町商工会いずれかの会員となり、継続的に経

営指導を受ける（受ける予定である）方 

（３）税金を滞納していない方 

 

２ 補助対象となる創業 

認定連携創業支援事業者（日南商工会議所・北郷町商工会・南郷町商工会）の支援を

受けて創業計画書を作成して行う創業とします。 

既に創業している場合は、新たな事業の開始又は事業規模の拡大のいずれかに該当す

る創業とします。 

 

３ 補助の内容 

（１）補助対象経費 

補助の対象となる創業に関する人件費、起業・創業に必要な官公庁への申請書類作

成等に係る経費、店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅

費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費が対象となります。 

（２）補助率等 

補助対象経費の３分の２以内 

補助限度額３０万円 

 

４ 補助金の申請 

 補助金申請を検討される方は、事前に日南市産業経済部 商工・マーケティング課ま

で御相談ください。 

 

５ 問い合わせ先 

  日南市産業経済部 商工・マーケティング課 商工係 

  TEL：0987-31-1169 FAX：0987-31-1230 

  E-mail：syoko@city.nichinan.lg.jp 

 

 

 



日南市事業承継推進事業補助金について 

 

市内の中小企業者の事業承継に向けた取組を支援するため、事業承継に必要な費用の 

一部を助成します。 

 

１ 対象となる事業者 

  補助金申請の対象となる事業者は次の全てに該当する方です。 

（１）市内に主たる事務所を有し、かつ、市内で事業を営む中小企業者 

（２）税金を滞納していないもの 

 

２ 補助対象となる事業 

中小企業者が、支援機関による支援を受けた上で専門事業者に委託する事業が対象と

なります。 

  ※支援機関・・宮崎銀行、宮崎太陽銀行、鹿児島銀行、宮崎第一信用金庫、 

南部信用組合、宮崎県事業引継ぎ支援センター 

  ※専門事業者・・コンサルタント、税理士など事業承継に関する事業を行う事業者 

 

３ 補助の内容 

（１）補助対象経費 

事業承継に伴い必要となる初期診断料、コンサルティング料、企業価値の算出に要

する費用、事業承継計画の作成に要する費用等。 

ただし、対象経費の総額が３０万円未満の場合は補助の対象となりません。 

（２）補助率等 

補助対象経費の３分の２以内 

補助限度額５０万円 

 

４ 補助金の申請 

 補助金申請を検討される方は、事前に日南市産業経済部 商工・マーケティング課ま

で御相談ください。 

 

５ 問い合わせ先 

  日南市産業経済部 商工・マーケティング課 商工係 

  TEL：0987-31-1169 FAX：0987-31-1230 

  E-mail：syoko@city.nichinan.lg.jp 

 

 

 



日南市大都市圏人材採用支援事業補助金について 

  

市内の中小企業者の採用活動の促進及び人材確保のため、中小企業者が大都市圏で開催

される採用イベント等に参加するための費用の一部を助成します。 

 

１ 対象となる事業者 

  補助金申請の対象となる事業者は次の全てに該当する方です。 

（１）市内に主たる事務所を有し、かつ、市内で事業を営む中小企業者 

（２）税金を滞納していないもの 

 

２ 補助対象となる採用イベント 

（１）県外で開催される宮崎県あるいは日南市が主催又は共催するイベント 

（２）東京都特別区部及び政令指定都市で開催される民間事業者等が主催するイベントで

市長が特に認めたもの 

  

３ 補助の内容 

（１）補助対象経費 

旅費・交通費・・イベント出展に必要な交通費等の実費相当額 

使用料及び賃借料・・出展料、出展スペース確保に要する経費 

  

（２）補助率等 

補助対象経費の３分の２以内 

補助限度額１０万円 

一事業者当たり年度内に一回の申請とします 

 

４ 補助金の申請 

 補助金申請を検討される方は、事前に日南市産業経済部 商工・マーケティング課ま

で御相談ください。 

 

５ 問い合わせ先 

  日南市産業経済部 商工・マーケティング課 商工係 

  TEL：0987-31-1169 FAX：0987-31-1230 

  E-mail：syoko@city.nichinan.lg.jp 

 

 

mailto:syoko@city.nichinan.lg.jp


生産性向上特別措置法による償却資産に係る固定資産税の特例措置について 

 

 

市内中小企業が本市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき導入する

設備等の固定資産が３年間ゼロになります。 

 

 

１ 先端設備等導入計画について 

（１）計画の概要 

   中小企業等は、①計画期間内（３～５年）に、②労働生産性を年平均３％ 

以上向上させるため、③先端設備等（新規の減価償却資産（一定の要件あり）） 

導入する計画を策定し、本市が認定するものです。 

 

（２）計画の認定を受けることができる方 

   中小企業等経営強化法に規定する中小企業等が対象。ただし、固定資産税 

のゼロ特例を利用できるのは、資本金額１億円以下の法人、従業員数 1,000 

人以下の個人事業主等（大企業の子会社を除く。）。 

 

（３）本市の認定を受けた場合の効果 

①新規設備投資に係る固定資産税（償却資産）が３年間ゼロになります。 

②設備導入のために民間金融機関から融資を受ける際、信用保証に関する 

支援を受けることができます。 

  ③国の補助金（ものづくり補助金、IT 導入補助金等）の優先採択を受ける 

ことができます。 

 

 

２ 問合せ先 

  日南市産業経済部 商工・マーケティング課 商工係 

  TEL 0987-31-1169 FAX 0987-31-1230 

  E-mail syoko@city.nichinan.lg.jp 



　報奨金の支払時期 　①②③の項目ごとに、完了した後、お支払いします。

　誘致対象企業
　日南市企業立地促進条例で定める製造・加工及び試験研究施設等の施設を対象とし、本
市指定工場等の要件を満たす企業。

※ 紹介人は、市と一緒に企業誘致が実現するよう可能な限り、誘致活動に努めてもらいます。

企業誘致成功報奨金制度

　　企業誘致を推進するため、日南市への進出を検討している企業を紹介し、市と連携して、積極的かつ効率的な企
　業誘致活動を行い、また立地に至った場合に、報奨金を支払う制度。

　成功報奨金の額

　①企業立地の情報提供（進出計画）を頂いたとき、２０万円
　②企業が取得した用地の売買代金に１００分の１.０５を乗じた額（千円未満切捨）で、
　　 ５００万円を限度とします。
　　 又は、借地契約の場合は年間借地料の１月分
　③操業開始時の新規雇用者数に２万円を乗じた額（千円未満切捨）で、５００万円を
　　 限度とします。

　情報提供者（紹介人）

　個人又は法人とし、次のいずれかに該当する人は対象となりません。
　・日南市職員及び日南市公営企業職員
　・立地希望企業並びにその役員及び社員と役員及び社員の配偶者並びに一親等の親族
　・暴力団関係者及び暴力団関係者が役員である法人等
　・その他市長が情報提供者として不適当と認めるもの

　開設補助金 ３人以上
　開設準備の旅費、募集経費の８０％（限度額８０万円）
　※県外の交通費は除く

　人材育成費補助金 ３人以上
　人材育成費の８０％（限度額一人あたり２５万円）
　※本社への新規雇用者の研修も該当。社内講師及び新規雇用者が対象

　賃料補助金
３人以上 ２９人以下 　賃料の５０％　（５年間、限度額２０万円／月）

３０人以上 　賃料の５０％　（５年間、限度額５０万円／月）

　施設整備補助金 ３人以上
　施設改修費の２/３（限度額１㎡あたり３万円）
　※内装等の改修が対象

１　新規雇用者
　新設・増設：３人以上

情報サービス施設及びコールセンター施設に係る奨励措置

補助の種類及び新規雇用者数 内容

　通信回線使用料補助金 ３人以上
　高速通信回線年間使用料の８０％を３年間
　（県の制度を併用した場合は、50％）限度額 ５００万円／年

対象業種 要　件 固定資産税 奨励金及び補助金

　工場
　道路貨物運送施設
　倉庫施設
　研究開発施設
　観光施設

１　投下固定資産総額
　１,０００万円以上

２　新規雇用者
　新設：５人以上
　増設：３人以上

　新設・増設
　課税免除（５年間）

 １　雇用促進奨励金
 ①２０人以下の場合１人３０万円
 ②２１人以上の場合１人３６万円
　※障がい者雇用は、1.5倍の額
　※限度額　１億円
　※事業開始日以前２年以内、以後１年以内
　　に雇用した場合

 ２　企業立地助成金
 ①用地取得の１／４
　　（限度額 ２,０００万円）
 ②付属施設整備費総額の１／２
　　（限度額 １,０００万円）
　※市長と企業立地協定を締結した者で、
　　 市に対して特に貢献等の認められる者
　※付属施設整備費とは、用排水路・工場
　　 までの専用道路と、市長が特に認める
　　 付属施設整備のこと

　情報サービス施設及び
　コールセンター施設

◎ 日南市の企業立地優遇制度

日南市企業立地促進条例

対象者の要件 優遇制度


