
（金融機関コード順）

金融機関名 支店名 所在地 電話番号

三井住友銀行 伊勢原支店 伊勢原市桜台１-２-３４ ０４６３-９４-０６２１

りそな銀行 伊勢原支店 伊勢原市伊勢原１-３-６ ０４６３-９２-１５１１

きらぼし銀行 厚木支店 厚木市田村町６-７ ０４６-２９５-１４１１

伊勢原支店 伊勢原市伊勢原１-２-２ ０４６３-９５-２４５０

愛甲石田支店 伊勢原市石田５９３ ０４６３-９２-３３１１

神奈川銀行 平塚支店 平塚市平塚２-３１-９ ０４６３-３１-２９８１

静岡中央銀行 平塚支店 平塚市横内２２９１ ０４６３-５４-１１００

伊勢原支店 伊勢原市桜台１-１２-２ ０４６３-９６-１５１１

愛甲石田支店 厚木市愛甲１-４-１９ ０４６-２４８-１３１３

さがみ信用金庫 渋沢支店 秦野市松原町２-７ ０４６３-８８-２２０１

伊勢原支店 伊勢原市伊勢原３-４-４５ ０４６３-９５-１１５５

伊勢原南口支店 伊勢原市桜台１-１４-２１ ０４６３-９３-６８６８

愛甲石田支店 伊勢原市石田６６６-１ ０４６３-９７-３３５１

鶴巻駅前支店 秦野市鶴巻北２-２-１-１０７ ０４６３-７８-２１１１ 　卸売業

金目支店 平塚市片岡３４-１ ０４６３-５８-７２１１

伊勢原支店 伊勢原市桜台１-１６-１２ ０４６３-９３-２３５１ 旅館業

高森支店 伊勢原市高森３-３-１９ ０４６３-９２-１１５１ ソフトウェア業又は情報処理サービス業

　

　 伊勢原市
　　 中小企業融資制度等のご案内

　伊勢原市中小企業融資制度は、市内中小企業者の経営安定と事業振興を図るための制度です。
　市が取扱金融機関に一定の資金を預けることにより、市の定めた条件に基づき、低利で融資を行います。
　また、利子補給制度や信用保証料補助制度を活用することで、融資に係る負担を抑えることができます。

（１）中小企業者(※１)、協同組合等(※２)、商店街団体
　　　(※１)中小企業者：中小企業信用保険法第２条第１項第１号、第２号及び第５号に規定する方。
　　　　　　　　　　　　資本金もしくは出資金又は常時使用する従業員数が、次の表のいずれかに該当すること。
　　　(※２)協同組合等：中小企業信用保険法第２条第１項第３号、第４号及び第７号から第１１号に規定する方。

（２）中小企業者及び協同組合等については、市内において１年以上継続して同一事業を営む方。
　　　かつ、個人にあっては、市内に１年以上継続して在住している方。

（３）次のいずれかに該当する場合、伊勢原市中小企業融資制度をご利用いただけません。
　　　①返済能力がないと認められる方
　　　②金融機関から取引停止処分を受けている方
　　　③保証協会が代位弁済している方及びその保証人となっている方
　　　④市税を完納していない方
　　　⑤許可又は認可等を必要とする業種を営む方で、その許可又は認可等を受けていない方
　　　⑥融資制度を不正に利用し、又はそのおそれのある方

（４）注意事項
　　　・融資制度及び助成制度の内容は、経済状況等により年度途中においても変更することがあります。
　　　・融資のお申し込みは、取扱金融機関へお願いします。
　　　・融資を受ける前に、取扱金融機関及び必要に応じて信用保証協会の審査があります。

　製造業、建設業、運輸業、その他の業種

※小規模企業者について、宿泊業及び娯楽業は、常時使用する従業員数が２０人以下

業種
（日本標準産業分類に基づく）

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)

　医療法人

　サービス業

５０人以下 ５人以下

－ ３００人以下 ２０人以下

５人以下

５人以下

５千万円以下

５千万円以下

　　　　　【令和４年４月１日現在】

平塚信用金庫

横浜銀行

中栄信用金庫

　お問い合わせ先
 
  ※融資のお申し込み、ご相談は、取扱金融機関へお願いします。

　伊勢原市 経済環境部 商工観光課 産業振興係
　〒２５９-１１８８　伊勢原市田中３４８
　ＴＥＬ：０４６３-９４-４７３２（直通）　ＦＡＸ：０４６３-９５-７６１３

中小企業者

３億円以下 ３００人以下 ５人以下

５千万円以下

常時使用する
従業員数

２００人以下
中南信用金庫

５人以下

１００人以下

１００人以下

１億円以下

３００人以下

９００人以下

　小売業

２０人以下

２０人以下

常時使用する
従業員数

小規模企業者※

資本金
又は出資金

３億円以下

３億円以下

１ 制度概要

２ お申込みできる方

５ 伊勢原市中小企業融資制度取扱金融機関一覧



対象者 資金使途 融資限度額 融資利率
（年利、固定金利）

融資期間
（据置期間）

返済方法 保証人 信用保証/担保 融資申込先 利子補給制度 信用保証料補助制度

７年以内
　信用保証付　　1.6％以内
　信用保証なし　金融機関所定利率

７年超
　信用保証付　　2.0％以内
　信用保証なし　金融機関所定利率

５年以内
　信用保証付　　1.6％以内
　信用保証なし　金融機関所定利率

５年超
　信用保証付　　1.8％以内
　信用保証なし　金融機関所定利率

小口零細企業保証資金
小規模企業者
※全国統一保証制度である
「小口零細企業保証制度」を適用

運転資金
設備資金

2,000万円
※全国の信用保証協会の
保証付融資残高との合計

１年以内　　　　1.1％以内
１年超５年以内　1.6％以内
５年超　　　　　1.8％以内

信用保証を
付すること

次の①～③のいずれかに該当する中
小企業者

①市内にある事業所から発生する
　公害を防止するために必要な施
　設の設置又は改善を行う方
②市内の事業所に電気自動車等低
　公害車を導入する方
③市内の事業所に太陽光発電設備
　を導入する方

運転資金
設備資金

2,000万円 　信用保証付　　1.5％以内
　信用保証なし　1.8％以内

５年以内
（据置期間６か月以内）

必要に応じて
付すること

別記取扱金融機関
※事前に市の認定が

必要
対象外 対象外

補給期間 補給率 補助限度額
（年額）

第１回利子支払月から
６０か月以内

支払った約定利子額の
４０％以内

１０万円

借入期間の
おおむね1/2期間

支払った約定利子額の
５０％以内

１事業者につき
３０万円

第１回利子支払月から
２４か月以内

支払った約定利子額の
３０％以内

８万円

第１回利子支払月から
２４か月以内

支払った損料の
３０％以内

８万円

第１回利子支払月から
２４か月以内

支払った約定利子額の
５０％以内

２０万円

　　　伊勢原市中小企業融資制度等、補助対象制度となる融資を利用した方へ、神奈川県信用保証協会へ支払った信用保証料の一部を補助する制度です。

（２）信用保証料補助制度

・一括返済した際や市内で営業を行わなくなった場合等は、
　その月の前月までが利子補給期間となります。
・市税を完納していること等の要件があります。
・申請期限までにお手続きいただけなかった場合、交付がで
　きませんのでご注意ください。

神奈川県中小企業制度融資（資金使途が運転資金に限る）
・経営安定融資（災害救助法適用区域内で被災）
・売上・利益減少対策融資
※市内に事業所を有し、かつ、１年以上継続して同一事業を営む方。

補助対象

　伊勢原市中小企業融資制度

資金の種類

※その他、事業振興資金（緊急経営支援特別資金）、事業所立地適正化資金、商店街共同施設整備資金については、担当までご相談ください。
※表紙の「お申し込みができる方」をご確認の上、お申し込みください。

制度名

　　　伊勢原市中小企業融資制度等、補助対象制度となる融資等を利用した方へ、毎年１月１日から１２月３１日までの間に支払った約定利子等の一部を補助する制度です。

対象

伊勢原市融資制度
事業振興資金
利子補給制度

神奈川県制度融資
運転資金

利子補給制度

利子補給制度の対象者には、市より申請書等をお送りします。
必要事項を記入し、金融機関による利子支払額の証明を受け、
市商工観光課に申請してください。

＜申請書類＞
・申請書
・請求書
・変更届出書（必要に応じて）

＜申請期限＞
毎年１月末日まで
※融資を１２月に借入した場合は、その翌年に限り２月末日まで

神奈川県制度融資
設備資金

利子補給制度

(公財)神奈川産業振興センター
小規模企業者等設備貸与制度

補給制度

運転資金 3,000万円

3,000万円
※設備導入に伴う、
運転資金は借入可能

（融資総額の1/2以内）

設備資金

伊勢原市中小企業融資制度
・事業振興資金（運転資金、設備資金、小口零細企業保証資金）

神奈川県中小企業制度融資（資金使途が設備資金に限る）
・経営安定資金　・小口零細企業保証資金
・事業振興資金　・小規模事業資金
※市内に事業所を有し、かつ、１年以上継続して同一事業を営む方。

(公財)神奈川産業振興センター
・小規模企業者等設備貸与事業
※市内に事業所を有し、かつ、１年以上継続して同一事業を営む方。

注意事項

神奈川県中小企業制度融資
・ライフステージ別資金（創業期）
※開業した住所又は開業予定の住所を市内に置く方。

対象

注意事項

伊勢原市中小企業
信用保証料補助制度

制度名

神奈川県制度融資
ライフステージ別資金

（創業期）
利子補給制度

１申請につき限度額１０万円

＜算出方法＞
・信用保証料が５万円までの場合
　　支払った信用保証料全額相当額
・信用保証料が５万円を超える場合
　　５万円を超えた額の２分の１相当額と５万円を合計した額
　
（例）支払った信用保証料が112,000円の場合
　　 （112,000円－50,000円）÷2＋50,000円
　　　 ＝81,000円（補助金額）

伊勢原市中小企業融資制度
・事業振興資金（運転資金、設備資金、小口零細企業保証資金）

神奈川県中小企業制度融資
・経営安定資金　・小規模事業資金
・小口零細企業保証資金　・ライフステージ別資金（創業期）

※神奈川県信用保証協会の保証付きであること
※市内に事業所を有すること

補助対象 補助金額 申請方法

必要事項を記入し、融資を受けた金融機関より、信用保証料払
込済みの証明を受け、市商工観光課に申請してください。
申請書は、商工観光課窓口又は取扱金融機関窓口、市ホーム
ページにあります。

＜申請書類＞
・申請書
・信用保証決定のお知らせ（お客様用）又は信用保証書の写し

＜申請期限＞
融資を受けた日から１年以内

・市税を完納していること等の要件があります。
・申請期限までにお手続きいただけなかった場合、交
　付ができませんのでご注意ください。

申請方法

中小企業者、協同組合等

環境対策資金

原則として
割賦返済

原則として
法人の代表者を除き

不要

必要に応じて
付すること

１０年以内
（据置期間６か月以内）

別記取扱金融機関

事業振興資金

（１）利子補給制度

３ 融資制度

４ 助成制度


