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小規模事業者経営改善資金融資

利子補助金

寒川町商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫が行う

小規模事業者経営改善資金融資（マル経融資）を受け

た中小企業者で、町内において１年以上継続して同一

事業を営んでいる者

補助対象 融資機関に支払った

約定利子

補 助 率 ５０％以内

期 間 ２年以内

申請書に関係書類を添えて毎年

２月末日までに商工会を経由し

て町産業振興課へ提出

１.申請書

２.日本政策金融公庫発行の支払利息証明

書及び支払済額明細書

３.約定利子の支払い状況がわかるもの又

はその写し

中小企業施設整備資金特別融資

利子補助金

寒川町中小企業施設整備資金特別融資を受けた中小企

業者

補助対象 融資機関に支払った

約定利子

補 助 率 ５０％以内

期 間 ５年以内

申請書に関係書類を添えて毎年

２月末日までに町産業振興課へ

提出

１.申請書

２.約定利子支払額証明書

３.貸付金償還表又はその写し

中小企業退職金共済掛金補助金 中小企業退職金共済法及び所得税法施行令に規定され

た退職金共済契約を締結した中小企業者

補助対象 共済掛金

上 限 月額5,000円/人

補 助 率 １０％

期 間 ３年

申請書に関係書類を添えて毎年

２月末日までに町産業振興課へ

提出

１.申請書

２.共済掛金内訳書

３.納付した掛金の証明書

中小企業信用保証料補助金 寒川町中小企業事業資金融資、寒川町中小企業施設整

備資金特別融資及び神奈川県小規模事業資金の融資を

受け、信用保証料を支払った中小企業者

補助対象 神奈川県信用保証協

会に支払った信用保

証料

補 助 額 保証料相当額

上限１０万円

申請書に関係書類を添えて保証

料払込みの日から９０日以内に

神奈川県信用保証協会藤沢支所

を経由して、町産業振興課へ提

出

１.申請書

２.中小企業信用保証料補助調書

街路灯電灯料補助金 主として中小企業者が地域的に組織した商店街団体 補助対象 商店街団体が設置し

た街路灯の電灯料

補 助 率 ７５％以内

申請書に関係書類を添えて毎年

３月に町産業振興課へ提出

１.申請書

２.電灯料領収書

３.会則、会員名簿

にぎわい創出支援事業補助金 ○寒川町商店連合会に加盟する商店会

○事業協同組合

○3者以上の商業者を中心に組織されていて構成員の

2分の1以上が卸売業、小売業、サービス業を営ん

でいる団体

○1回目は事業費の５分の４ま

たは100万円のいずれか低

い額

○2回目は事業費の５分の２ま

たは50万円のいずれか低い額

申請にあたり、事前に町が事業

計画等のヒアリングを実施。補

助対象とした事業は、必要書類

を町産業振興課へ提出

１.事業計画書

２.収支予算書

３.団体等概要書

（定款、規約、会則等）

４.会員名簿
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勤労者教育資金利子補助金 住民基本台帳に登録され、かつ事業所に勤務している

者で、中央労働金庫から扶養する子の教育資金の融資

を受けた者

対象借入額 ２００万円以下
補 助 率 ２分の１

（上限２万円）

補助期間 修学期間
（最長４年）

申請書に関係書類を添えて、毎

年３月に融資機関を経由して町

産業振興課に提出

１.申請書

２.住民票、在職証明書

３.入学通知書又は在学証明書の写し

４.利子支払額証明書及び委任状

勤労者個人住宅取得奨励事業 ○勤労者（事業所等に勤務し、使用者から賃金を支払

われる者）であること

○申請時、取得した住宅に居住していること

○取得した住宅の所有者として登記していること

○取得した住宅の居住者全員に町税等の滞納がない

○寒川町住宅リフォーム等建築工事推進助成事業の補

助を受けていないこと

次の額に相当する寒川町共通商品

券を交付

○中古住宅の取得 ５万円

○町内での建て替えによる住宅

の取得 ５万円

○上記以外での新築住宅の取得

１０万円

住宅の所有者として、登記事項

証明書に記載された日から６ヶ

月以内に、必要書類を町産業振

興課へ提出

１.申請書
２.申請者及び同居している者の住民票の

写し

３.個人情報に関する同意書
４.取得した住宅に係る登記事項証明書

５.取得した住宅の延べ床面積（居住面
積）がわかる図面

６.建築基準法に規定する検査済証（写）
７.中古住宅を購入し、申請する場合は、

当該中古住宅の売買契約書（写）
８.就労証明書

９.その他町長が必要と認める書類

住宅リフォーム等建築工事推進

助成事業

○寒川町に住民登録している方

○申請者が対象住宅に居住していること

○対象住宅の居住者全員に町税等の滞納がないこと

対象工事の５％（千円未満切り

捨て)、上限６万円を寒川町共通

商品券で交付

リフォーム工事着工前に町産業

振興課へ申請書類等を提出

※交付決定を受けてから工事を

着工すること。申請前に着工

した工事は対象となりません

１.申請書
２.個人情報に関する同意書

３.工事の見積書（写）

４.工事請負契約書（写）
５.工事図面

６.工事着工前の写真
（Ａ４用紙に貼り付け）

※工事完了後に完了報告書を提出必要

創業者支援利子補助金 ○特定創業支援事業を修了した者

○寒川町内で創業した者

○創業支援金融機関から創業融資を受けている者

○町の歳入に滞納がない者

補助対象 融資機関に支払った

約定利子

補助金 上限１５万円

補助対象期間 １年

申請書に関係書類を添えて毎年

２月末日までに町産業振興課へ

提出

１.申請書

２.約定利子支払額証明書

３.貸付金償還表の写し

４.開業届出書又は法人設立届出書の写し

中
小
企
業
活
性
化
事
業

ISO等認証取得促進 ISO9000・14000シリーズ、エコアクション21、

エコステージ、KESの認証を取得し、町内において１

年以上継続して同一事業を営んでいる等、一定の条件

を満たしている町内の中小企業者。

補助対象 ①ISOｼﾘｰｽﾞの取得費用
②エコアクション21、

エコステージ、KES

補 助 率 １/３以内
限 度 額 ①ISOｼﾘｰｽﾞ５０万円

②その他 ２０万円

事業を完了してから６ヶ月以内

に交付申請書（第１号様式）に

必要書類を添えて町産業振興課

へ提出

１.申請書

２.該当する第２号様式の補助金調書

３.対象経費の領収書の写し

４.登記事項証明書

５.定款の写し

６.会社の経歴がわかる資料

７.町税に係る納税証明書

８.各申請メニューごとに必要な書類

９.その他町長が必要とする書類

販路拡大等事業 ①国内・海外の展示会等への出展した中小企業

②販路拡大に伴う新規ホームページ又はPR動画の作

成を行った中小企業

補助対象 ①出展経費(展示品等製
作費、宿泊費等は対

象外)

②作成委託料又はホー
ムページ作成ソフト

購入経費
補 助 率 ４/５以内

限 度 額 ①３０万円
②１０万円

資格取得事業 事業経営上有用な専門性の高い資格、免許等の取得 補助対象 受験料、受講料、資格
の登録料

補 助 率 対象経費の１/２以内

限 度 額 １０万円

【 環境経済部 産業振興課 】


