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千葉県中小企業高度化資金貸付規則 

昭和四十三年三月三十日 

規則第十四号 

  

改正 昭和四五年一二月一八日規則第九五号 昭和四七年一〇月二七日規則第七八号  

   昭和五〇年 一月一四日規則第一号 昭和五二年 三月一一日規則第八号  

   昭和五三年 四月 一日規則第一八号 昭和五三年 六月三〇日規則第四四号  

   昭和五四年 七月一〇日規則第三九号 昭和五五年 八月 一日規則第五一号  

   昭和五六年一〇月三〇日規則第七一号 昭和五八年 三月二九日規則第一八号  

   昭和五九年 九月一八日規則第五三号 昭和六〇年 四月 二日規則第三四号  

   昭和六三年 三月 四日規則第五号 平成 元年 三月二四日規則第二五号  

   平成 二年 三月三一日規則第三一号 平成 四年 九月 一日規則第九六号  

   平成 八年 三月一九日規則第一二号 平成 九年 二月一四日規則第六号  

   平成一一年 六月二九日規則第六三号 平成一一年一〇月二六日規則第七九号  

   平成一二年一二月一二日規則第一七一号 平成一三年 五月二九日規則第八八号  

   平成一四年 六月二八日規則第六七号 平成一七年 三月 七日規則第二五号  

   平成一七年 四月 一日規則第八五号 平成一八年 三月三一日規則第六三号  

   平成一八年 八月 四日規則第一〇七号 平成一九年 七月二七日規則第七七号  

   平成二〇年 三月三一日規則第四三号 平成二〇年一一月二八日規則第八四号  

   平成二一年一一月二七日規則第九二号 平成二二年 三月三一日規則第三二号  

   平成二三年 三月二九日規則第二七号 平成二八年一一月一一日規則第七八号  

千葉県中小企業高度化資金貸付規則 

題名改正〔平成一一年規則六三号・七九号・一七年八五号〕 

目次 

第一章 総則（第一条―第五条） 

第二章 貸付条件（第六条―第十八条） 

第三章 貸付手続（第十九条―第二十四条） 

第四章 貸付金の管理（第二十五条―第二十八条） 

第五章 貸付け後における取扱い（第二十九条・第三十条） 

第六章 雑則（第三十一条―第三十六条） 

附則 

第一章 総則 

追加〔平成一七年規則八五号〕 

（趣旨） 

第一条 この規則は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第百四十七号。以下「法」

という。）に基づき独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）が行う資金の貸

付けを受けて行う中小企業構造の高度化を推進するために必要な資金の貸付け等に関し必要な事項

を定めるものとする。 

全部改正〔平成一七年規則八五号〕 

（定義） 

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一 中小企業者 法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。 

二 特定中小事業者 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令（平成十六年政令第百八十二号。

以下「政令」という。）第三条第一項第三号に規定する特定中小事業者をいう。 

三 特定中小企業団体 政令第三条第一項第二号イに規定する特定中小企業団体をいう。 

四 特定会社 政令第三条第二項第一号に規定する特定会社をいう。 

五 一般社団法人等 政令第三条第二項第一号に規定する一般社団法人等をいう。 

六 商工会等 政令第三条第二項第一号に規定する商工会等をいう。 

全部改正〔平成一一年規則六三号〕、一部改正〔平成一一年規則七九号・一七年八五号・
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二〇年八四号・二八年七八号〕 

（高度化資金の貸付け） 

第三条 知事は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる中小企業構造の高度化を推進する事業を

行う中小企業者等に対し、当該事業に必要な資金（以下「高度化資金」という。）の一部を貸し付

けるものとする。 

一 経営革新計画承認グループ事業（政令第三条第一項第一号イに規定する事業のうち、独立行政

法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに

人事管理に関する省令（平成十六年経済産業省令第七十四号。以下「省令」という。）第二十六

条第一項の基準に適合するものであつて、別に定める基準に適合するものをいう。以下同じ。） 

一の二 異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ事業（政令第三条第一項第一号イに規定する

事業のうち、省令第二十六条第二項の基準に適合するものであつて、別に定める基準に適合する

ものをいう。以下同じ。） 

二 下請振興事業計画承認グループ事業（政令第三条第一項第一号ロに規定する事業のうち、省令

第二十七条の基準に適合するものであつて、別に定める基準に適合するものをいう。以下同じ。） 

二の二 総合効率化計画認定グループ事業（政令第三条第一項第一号ハに規定する事業のうち、省

令第二十七条の二の基準に適合するものであつて、別に定める基準に適合するものをいう。以下

同じ。） 

三 施設集約化事業（次のいずれかの事業をいう。以下同じ。） 

イ 政令第三条第一項第二号イに規定する事業のうち、省令第二十八条第一項第一号イの要件に

該当するものであつて、別に定める基準に適合するもの 

ロ 政令第三条第一項第二号ロに規定する事業のうち、省令第二十九条第一項第一号イの要件に

該当するものであつて、別に定める基準に適合するもの 

ハ 政令第三条第一項第二号ハに規定する事業のうち、省令第三十条第一項第一号の基準に適合

し、かつ、同条第二項の要件に該当するものであつて、別に定める基準に適合するもの 

ニ 政令第三条第一項第二号ニに規定する事業のうち、省令第三十一条第一項第一号の基準に適

合し、かつ、同条第二項第一号イの要件に該当するものであつて、別に定める基準に適合する

もの 

ホ 政令第三条第一項第二号ニに規定する事業のうち、省令第三十一条第一項第二号の基準に適

合し、かつ、同条第四項の要件に該当するものであつて、別に定める基準に適合するもの 

四 削除 

五 共同施設事業（次のいずれかの事業をいう。以下同じ。） 

イ 政令第三条第一項第二号イに規定する事業のうち、省令第二十八条第一項第一号ハの要件に

該当するものであつて、別に定める基準に適合するもの 

ロ 政令第三条第一項第二号ロに規定する事業のうち、省令第二十九条第一項第一号ロの要件に

該当するものであつて、別に定める基準に適合するもの 

六 削除 

七 設備リース事業（政令第三条第一項第二号イに規定する事業のうち、省令第二十八条第一項第

一号ハの要件に該当するものであつて、組合員又は所属員（以下「組合員等」という。）の生産

の効率化、経営の合理化その他の改善に必要とする設備を取得し、当該設備を組合員等に買取予

約付きで賃貸するものであつて、別に定める基準に適合するものをいう。以下同じ。） 

八 企業合同事業（次のいずれかの事業をいう。以下同じ。） 

イ 政令第三条第一項第二号ハに規定する事業のうち、省令第三十条第一項第二号から第六号ま

での要件に該当するものであつて、別に定める基準に適合するもの 

ロ 政令第三条第一項第二号ニに規定する事業のうち、省令第三十一条第一項第四号から第八号

までの要件に該当するものであつて、別に定める基準に適合するもの 

ハ 政令第三条第一項第二号ホに規定する事業のうち、省令第三十二条の要件に該当し、かつ、

省令第三十三条の基準に適合するものであつて、別に定める基準に適合するもの 

九 集団化事業（政令第三条第一項第三号に規定する事業のうち、省令第三十四条第一項の基準に

適合するものであつて、別に定める基準に適合するものをいう。以下同じ。） 

十 集積区域整備事業（政令第三条第一項第四号に規定する事業のうち、省令第三十五条第一項の
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基準に適合するものであつて、別に定める基準に適合するものをいう。以下同じ。） 

十一 地域産業創造基盤整備事業（次のいずれかの事業をいう。以下同じ。） 

イ 政令第三条第二項第一号に規定する事業のうち、省令第三十六条第一号イに規定する地域産

業の創造に関する計画に基づいて実施する事業であつて、別に定める基準に適合するもの 

ロ 政令第三条第二項第一号に規定する事業のうち、省令第三十六条第一号ロに規定する認定基

盤施設計画に基づいて実施する事業であつて、別に定める基準に適合するもの 

ハ 政令第三条第二項第一号に規定する事業のうち、省令第三十六条第一号ハに規定する地場産

業の振興に関する計画に基づいて実施する事業であつて、別に定める基準に適合するもの 

ニ 政令第三条第二項第一号に規定する事業のうち、省令第三十六条第一号ニに規定する認定支

援計画に基づいて実施する事業であつて、別に定める基準に適合するもの 

十二 商店街整備等支援事業（次のいずれかの事業をいう。以下同じ。） 

イ 政令第三条第二項第二号に規定する事業のうち、省令第三十七条第一号イに規定する中小小

売商業振興法（昭和四十八年法律第百一号。以下「小売振興法」という。）第四条第六項の認

定を受けた商店街整備等支援計画に基づいて実施するものであつて、別に定める基準に適合す

るもの 

ロ 政令第三条第二項第二号に規定する事業のうち、省令第三十七条第一号ロに掲げる認定基盤

施設計画に基づいて実施するものであつて、別に定める基準に適合するもの 

ハ 政令第三条第二項第二号に規定する事業のうち、省令第三十七条第一号ハに規定する中心市

街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地活性化法」という。）

第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業に係る中心市街地活性化法第四十九条第一項

に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は中心市街地活性化法第五十一条第一項

に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づいて実施するものであつて、

別に定める基準に適合するもの 

ニ 政令第三条第二項第二号に規定する事業のうち、省令第三十七条第一号ニに規定する商店街

の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律（平成二十一年法律第

八十号。以下「地域商店街活性化法」という。）第六条第一項の認定を受けた商店街活性化支

援事業計画に基づいて実施するものであつて、別に定める基準に適合するもの 

十三 地域産業創造基盤整備活性化事業（過去に地域産業創造基盤整備事業を行つた特定会社、一

般社団法人等、商工会等又は市町村が中小企業者の経営環境の変化に対応するため又は既存施設

の陳腐化、老朽化等を解消するために施設を再整備する事業であつて、別に定める基準に適合す

るものをいう。以下同じ。） 

十四 商店街整備等活性化支援事業（過去に商店街整備等支援事業を行つた特定会社、一般社団法

人等又は商工会等が、中小企業者の経営環境の変化に対応するため又は既存施設の陳腐化、老朽

化等を解消するために施設を再整備する事業であつて、別に定める基準に適合するものをいう。

以下同じ。） 

全部改正〔平成一一年規則六三号〕、一部改正〔平成一一年規則七九号・一二年一七一号・

一四年六七号・一七年八五号・一八年六三号・一九年七七号・二〇年八四号・二二年三二

号・二八年七八号〕 

（貸付金の種類） 

第四条 中小企業者等に対する貸付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 有利子貸付（次のいずれかの要件に該当するものをいう。以下同じ。） 

イ 小規模事業者貸付（前条第九号又は第十号に掲げる事業のうち、小規模事業者（常時使用す

る従業員の数が二十人以下（商業又はサービス業（ソフトウエア業及び情報処理サービス業を

除く。）に属する事業を主たる事業として行う者については、常時使用する従業員の数が五人

以下）の会社、個人、企業組合及び協業組合をいう。）が占有する施設に係る貸付けをいう。

以下同じ。） 

ロ 広域貸付（前条第五号又は第七号から第九号までに掲げる事業のうち、当該事業に直接又は

間接に参加しようとする中小企業者の当該事業に係る事務所又は事業所の所在地が四以上の都

道府県の区域にわたるものをいう。以下同じ。） 

ハ 施設再整備貸付（次のいずれかの要件に該当するものをいう。以下同じ。） 
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(イ) 過去に前条第一号から第十号までに掲げるいずれかの事業を行つた中小企業者が、新分

野進出等経営環境の変化に対応するために行う施設の整備又は既存施設の陳腐化、老朽化等

を解消するための施設の再整備に係る貸付け 

(ロ) 前条第九号に掲げる事業を実施した事業協同組合又は協同組合連合会（以下「事業協同

組合等」という。）が同号の事業として実施する空き区画等の再整備に係る貸付け 

ニ 普通貸付（前条第一号若しくは第二号から第十号までに掲げる事業のうちイからハまでに掲

げる貸付け以外のもの又は同条第十三号若しくは第十四号に係る貸付けをいう。） 

二 無利子貸付（次に掲げる要件に該当するものをいう。） 

イ 次のいずれかに掲げるものに係る貸付け 

(イ) 小規模事業者貸付 

(ロ) 広域貸付 

(ハ) 施設再整備貸付 

(ニ) 普通貸付（前条第一号から第十号までに掲げる事業のうち、(イ)から(ハ)までに掲げる

貸付け以外のもの又は同条第十一号若しくは第十二号に係る貸付けをいう。） 

(ホ) 災害復旧貸付（前条に規定する事業のうち災害を受けた事業用施設の復旧を図るもので

あつて、別に定める基準に適合するものをいう。以下同じ。） 

(ヘ) 緊急健康被害等防止貸付（前条に規定する事業のうち事業用施設に使用されている石綿

による健康被害等の防止を図るものであつて、別に定める基準に適合するものをいう。以下

同じ。） 

ロ イの(イ)から(ニ)までに掲げる貸付けのうち、前条第一号から第十号までに掲げる事業につ

いては、次のいずれかの要件に該当するもの 

(イ) 前条第三号に掲げる事業のうち、当該事業を実施する事業協同組合等、事業協同小組合

又は協業組合の組合員等、合併会社（省令第三十条第二項第一号に規定するものをいう。以

下同じ。）の合併者又は出資会社（省令第三十一条第二項第一号に規定するものをいう。以

下同じ。）の出資者の三分の二以上が製造業若しくは情報サービス業のいずれか一の業種又

は相互に関連性の高い製造業及び情報サービス業を行うものである場合の当該事業に係る資

金の貸付けであつて、別に定めるもの 

(ロ) 前条第五号又は第九号に掲げる事業のうち、汚水、ばい煙、産業廃棄物、騒音等の共同

処理施設若しくは共同防止施設又は省資源・省エネルギー共同施設に係る資金の貸付けであ

つて、別に定めるもの 

(ハ) 前条第九号又は第十号に掲げる事業のうち、公園、緑地その他の地域環境保全施設等の

整備に係る資金の貸付けであつて、別に定めるもの 

(ニ) 前条第一号から第三号まで、第五号、第九号又は第十号に掲げる事業のうち、災害の発

生を未然に防止し、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するための共同防災

施設の整備に係る事業に係る資金の貸付けであつて、別に定めるもの 

(ホ) 前条第五号又は第十号に掲げる事業のうち、小売振興法第四条第一項の認定を受けた商

店街整備計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであつて、別に定めるもの 

(ヘ) 前条第九号に掲げる事業のうち、小売振興法第四条第二項の認定を受けた店舗集団化計

画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであつて、別に定めるもの 

(ト) 前条第三号に掲げる事業のうち、小売振興法第四条第三項の認定を受けた共同店舗等整

備計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであつて、別に定めるもの 

(チ) 前条第三号、第五号、第九号又は第十号に掲げる事業のうち、中小企業における労働力

の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成三年

法律第五十七号）第五条第二項に規定する認定計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付

けであつて、別に定めるもの 

(リ) 前条第二号の二、第三号（特定中小企業団体の行う事業に限る。）、第五号又は第八号

から第十号までに掲げる事業のうち、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平

成十七年法律第八十五号）第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に基づき実施する事

業に係る資金の貸付けであつて、別に定めるもの 

(ヌ) 前条第五号又は第九号に掲げる事業のうち、中心市街地活性化法第七条第八項に規定す
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る特定商業施設等整備事業又は同条第十一項に規定する特定事業に係る中心市街地活性化法

第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は中心市街地活性化

法第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき実施

する事業に係る資金の貸付け 

(ル) 前条第三号、第五号（特定中小企業団体の行う事業に限る。）、第九号又は第十号に掲

げる事業のうち、中心市街地活性化法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業に係

る中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画

又は中心市街地活性化法第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上

事業計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付け 

(ヲ) 前条第一号又は第三号から第九号までに掲げる事業のうち、中小企業等経営強化法（平

成十一年法律第十八号）第九条第二項に規定する承認経営革新計画に基づき実施する事業に

係る資金の貸付けであつて、別に定めるもの 

(ワ) 前条第一号の二に掲げる事業に係る資金の貸付け 

(カ) 前条第二号、第三号から第七号まで又は第九号に掲げる事業のうち、下請中小企業振興

法（昭和四十五年法律第百四十五号）第七条第二項に規定する承認計画に基づき実施する事

業に係る資金の貸付けであつて、当該事業に参加する事業者のうち、承認計画に記載された

中小企業者の占める割合が百分の七十以上であるもの 

(ヨ) 前条第三号、第五号、第九号又は第十号に掲げる事業のうち、地域商店街活性化法第五

条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けで

あつて、別に定めるもの 

全部改正〔平成一七年規則八五号〕、一部改正〔平成一八年規則六三号・一九年七七号・

二〇年四三号・二二年三二号・二八年七八号〕 

（貸付金の名称） 

第五条 貸付金の名称は、次の表の上欄に掲げる事業ごとに同表下欄に掲げるとおりとする。 

  

 事業の区分 貸付金の名称  

 経営革新計画承認グループ事業 経営革新計画承認グループ資金貸付金  

 異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ

事業 

異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ

資金貸付金 

 

 下請振興事業計画承認グループ事業 下請振興事業計画承認グループ資金貸付金  

 総合効率化計画認定グループ事業 総合効率化計画認定グループ資金貸付金  

 施設集約化事業 施設集約化資金貸付金  

 共同施設事業 共同施設資金貸付金  

 設備リース事業 設備リース資金貸付金  

 企業合同事業 企業合同資金貸付金  

 集団化事業 集団化資金貸付金  

 集積区域整備事業 集積区域整備資金貸付金  

 地域産業創造基盤整備事業 地域産業創造基盤整備資金貸付金  

 商店街整備等支援事業 商店街整備等支援資金貸付金  

 地域産業創造基盤整備活性化事業 地域産業創造基盤整備活性化資金貸付金  

 商店街整備等活性化支援事業 商店街整備等活性化支援資金貸付金  

全部改正〔平成一七年規則八五号〕、一部改正〔平成一八年規則六三号・二八年七八号〕 

第二章 貸付条件 

追加〔平成一七年規則八五号〕 

（貸付けの相手方） 

第六条 貸付けの相手方は、次の各号に掲げる事業について、当該各号に定める者とする。 

一 経営革新計画承認グループ事業 次に掲げる者 

イ 経営革新計画承認グループ事業を実施する一の代表者 

ロ 経営革新計画承認グループ事業を実施する全ての者の連名によるもの 
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ハ 経営革新計画承認グループ事業を実施するそれぞれの者 

一の二 異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ事業 次に掲げる者 

イ 異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ事業を実施する一の代表者 

ロ 異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ事業を実施する全ての者の連名によるもの 

ハ 異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ事業を実施するそれぞれの者 

二 下請振興事業計画承認グループ事業 次に掲げる者 

イ 下請振興事業計画承認グループ事業を実施する一の代表者 

ロ 下請振興事業計画承認グループ事業を実施する全ての者の連名によるもの 

ハ 下請振興事業計画承認グループ事業を実施するそれぞれの者 

二の二 総合効率化計画認定グループ事業 次に掲げる者 

イ 総合効率化計画認定グループ事業を実施する一の代表者 

ロ 総合効率化計画認定グループ事業を実施する全ての者の連名によるもの 

ハ 総合効率化計画認定グループ事業を実施するそれぞれの者 

三 施設集約化事業 次に掲げる者 

イ 事業協同組合等又は事業協同小組合 

ロ 事業協同組合等又は事業協同小組合の組合員等である特定中小事業者又は企業組合 

ハ 協業組合 

ニ 合併会社又は出資会社 

四 削除 

五 共同施設事業 次に掲げる者 

イ 特定中小企業団体 

ロ 特定中小企業団体の組合員等である特定中小事業者 

ハ 企業組合又は協業組合 

六 削除 

七 設備リース事業 特定中小企業団体 

八 企業合同事業 合併会社又は出資会社 

九 集団化事業 次に掲げる者 

イ 事業協同組合等 

ロ 事業協同組合等の組合員等である特定中小事業者、企業組合又は協業組合 

十 集積区域整備事業 次に掲げる者 

イ 事業協同組合等 

ロ 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会 

ハ イ及びロに掲げる組合又は連合会の組合員等である中小企業者 

十一 地域産業創造基盤整備事業 次に掲げる者 

イ 特定会社 

ロ 一般社団法人等 

ハ 商工会等 

ニ 市町村 

十二 商店街整備等支援事業 次に掲げる者 

イ 特定会社 

ロ 一般社団法人等 

ハ 商工会等 

十三 地域産業創造基盤整備活性化事業 次に掲げる者 

イ 特定会社 

ロ 一般社団法人等 

ハ 商工会等 

ニ 市町村 

十四 商店街整備等活性化支援事業 次に掲げる者 

イ 特定会社 

ロ 一般社団法人等 
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ハ 商工会等 

追加〔平成一七年規則八五号〕、一部改正〔平成一八年規則六三号・二〇年八四号・二八

年七八号〕 

（償還期限等） 

第七条 貸付けの償還期限は二十年以内とし、うち据置期間は三年以内とする。 

２ 前項に規定する償還期限及び据置期間は、貸付けの対象となつた施設（以下「貸付対象施設」と

いう。）の耐用年数、貸付けの相手方の償還能力等を勘案して決定するものとする。 

追加〔平成一七年規則八五号〕、一部改正〔平成二二年規則三二号〕 

（貸付割合） 

第八条 整備資金（貸付対象施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金をいう。以下同じ。）

に対する貸付けの割合は、次の表の上欄に掲げる貸付けの区分に応じ、当該下欄に定めるとおりと

する。 

  

 貸付けの区分 貸付けの割合  

 小規模事業者貸付 整備資金の百分の九十以内  

 広域貸付 整備資金の百分の八十以内  

 普通貸付 整備資金の百分の八十以内（異分野連携新事業分野開拓計画

認定グループ事業に係る貸付けにあつては、整備資金の百分

の九十以内） 

 

 災害復旧貸付 整備資金の百分の九十以内  

 緊急健康被害等防止貸付 整備資金の百分の九十以内  

２ 前項の表に規定する普通貸付とは、第四条第一号ニ及び第二号イ(ニ)に規定する普通貸付をいう。 

３ 施設再整備貸付に係る整備資金に対する貸付けの割合は、前項の表（災害復旧貸付及び緊急健康

被害等防止貸付を除く。）の上欄に掲げる貸付けの区分に応じ、当該下欄に定めるとおりとする。 

追加〔平成一七年規則八五号〕、一部改正〔平成一八年規則六三号・二八年七八号〕 

（貸付利率） 

第九条 有利子貸付の利率は、年利〇・五〇パーセントとする。 

追加〔平成一七年規則八五号〕、一部改正〔平成一九年規則七七号・二三年二七号・二八

年七八号〕 

（償還方法） 

第十条 貸付金の償還方法は、年賦又は半年賦の元金均等の割賦償還の方法によるものとする。ただ

し、知事は、一回の償還金額に千円未満の端数を生じた場合には、その端数の金額の合計額を最初

の償還のときにその償還金額に併せて償還させることがある。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認める場合には、元金不均等の割賦償還の方法

により償還させることができる。 

３ 利子の計算方法については、別に定める。 

追加〔平成一七年規則八五号〕、一部改正〔平成二八年規則七八号〕 

（利子の支払方法） 

第十一条 利子は、後払いとし、元金償還の約定日に支払わなければならない。ただし、据置期間中

は、当該期間中の利子を元金の償還方法に準じて一年又は半年ごとに支払わなければならない。 

追加〔平成一七年規則八五号〕 

（契約） 

第十二条 高度化資金の貸付金の交付に当たつては、公正証書により貸付けの契約を行うものとし、

当該契約に要する費用は借受決定者の負担とする。 

追加〔平成一七年規則八五号〕 

（市町村等の契約等の特例） 

第十三条 前条、次条及び第十五条の規定にかかわらず、知事は、借受決定者が次の各号に掲げる者

である場合においては、債権の保全上支障がないと認める範囲で、公正証書によらずに貸付けの契

約を行い、又は連帯保証人を立てること若しくは担保を供することを免除することがある。 
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一 市町村 

二 一般社団法人又は一般財団法人であつて、地方公共団体が、一般社団法人にあつてはその社員

総会における議決権の二分の一以上を有し、一般財団法人にあつては当該法人に対し拠出された

財産の価額の二分の一以上を拠出しているもの 

三 前号に掲げるもののほか、一般社団法人又は一般財団法人であつて、県が、一般社団法人にあ

つてはその社員総会における議決権を有し、一般財団法人にあつては当該法人に対し拠出された

財産の一部を拠出しているもの 

追加〔平成一七年規則八五号〕、一部改正〔平成二〇年規則八四号〕 

（担保） 

第十四条 第二十三条第二項の規定により、貸付金の交付を受けた者（以下「借受者」という。）は、

貸付対象施設を担保として提供しなければならない。 

２ 前項の規定による担保の提供のほか、借受者は、債権の保全上、知事が必要と認める貸付対象施

設に関する権利、貸付対象施設以外の物件又は当該物件に関する権利を担保として提供しなければ

ならない。 

３ 第一項の規定により設定する担保が抵当権である場合は、当該抵当権の順位は、第一順位とする。

ただし、知事がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 

４ 前各項の規定による担保の提供に要する費用は、借受者の負担とする。 

追加〔平成一七年規則八五号〕 

（保証人） 

第十五条 借受決定者は、貸付けを受けるに当たつて、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める者を連帯保証人に立てなければならない。 

一 貸付けを受けようとする者が組合である場合 次のイ及びロに掲げる者 

イ 当該組合を代表する理事（以下「代表理事」という。） 

ロ 当該組合の役員（代表理事を除く。）及び組合員（法人にあつては、当該法人又はその役員）

のうち、二人以上の者 

二 前号以外の場合 当該貸付けに係る事業に関与する者のうち、知事が適当と認める二人以上の

者 

２ 前項の規定による連帯保証人は、次項に定める場合を除き、連帯保証承諾書（別記第一号様式）

を知事に提出しなければならない。 

３ 知事は、第一項の規定による連帯保証人に対し、保証限度額を設けることができる。この場合に

おいて、当該連帯保証人は、限度額連帯保証承諾書（別記第一号様式の二）を知事に提出しなけれ

ばならない。 

４ 保証に係る手続その他の事項については、別に定める。 

追加〔平成一七年規則八五号〕、一部改正〔平成二二年規則三二号〕 

（損害保険） 

第十六条 借受者は、貸付対象施設（土地を除く。）について、貸付金の償還が完了するまでの期間、

貸付金相当額以上を保険金額とする損害保険契約（火災共済組合の火災共済契約を含む。）を締結

し、かつ、当該保険契約に係る保険金請求権について知事に対し、質権を設定しなければならない。 

追加〔平成一七年規則八五号〕 

（担保の追加） 

第十七条 借受者は、債権の保全上、知事が必要と認めるに至つたときは、第十四条の規定による担

保の提供のほか、貸付対象施設以外の物件又は当該物件に関する権利を担保として提供しなければ

ならない。 

２ 前項の規定による担保の提供に要する費用は、借受者の負担とする。 

追加〔平成一七年規則八五号〕、一部改正〔平成二二年規則三二号〕 

（保証人の変更） 

第十八条 借受者は、債権の保全上、知事が必要と認めるに至つたときは、第十五条の規定による保

証人のほか、同条第一項の要件を満たす連帯保証人を追加して立てなければならない。 

２ 借受者は、第十五条又は前項の規定による保証人が欠けたときは、速やかに、その者に代わる新

たな連帯保証人を立てなければならない。 
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３ 前各項の規定により連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人変更承認申請書（別記第二号様式）

を知事に提出し、承認を受けなければならない。 

追加〔平成一七年規則八五号〕、一部改正〔平成二二年規則三二号〕 

第三章 貸付手続 

追加〔平成一七年規則八五号〕 

（貸付申請） 

第十九条 高度化資金の貸付けを受けようとする者（以下「申請者」という。）は、当該資金に係る

事業計画について、高度化資金貸付申請書（別記第三号様式）に当該高度化資金に係る事業計画書

その他必要な書類を添えて知事に提出しなければならない。 

２ 申請者は、前項の規定により申請書を提出しようとする場合は、あらかじめ、貸付けを受けよう

とする高度化資金に係る事業計画について、知事の行う貸付けのために必要な診断又は助言を受け

なければならない。 

追加〔昭和五三年規則四四号〕、一部改正〔昭和五六年規則七一号・六〇年三四号・平成

二年三一号・八年一二号・一一年六三号・七九号・一二年一七一号・一七年八五号〕 

（貸付けの決定） 

第二十条 知事は、前条第一項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査して高度化資金

の貸付けを行うことの適否を決定するものとする。 

２ 知事は、前項の規定により貸付けの決定を行つたときは、高度化資金貸付決定通知書（別記第四

号様式）により、申請者にその旨を通知するものとする。 

追加〔昭和五三年規則四四号〕、一部改正〔昭和五五年規則五一号・五八年一八号・平成

一一年六三号・七九号・一七年八五号〕 

（貸付決定の取消し） 

第二十一条 知事は、前条第一項の規定により貸付けの決定を受けた者（以下「借受決定者」という。）

が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことがある。 

一 虚偽の申請その他不正な手段により前条の規定による貸付けの決定を受けたとき。 

二 貸付けの決定に係る事業の実施を中止したとき。 

追加〔昭和五三年規則四四号〕、一部改正〔平成一一年規則六三号・一七年八五号〕 

（事業計画の変更） 

第二十二条 借受決定者は、貸付けの決定に係る事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ高

度化資金貸付決定変更申請書（別記第五号様式）により、知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、その内容を審査して第二十条第一項の規定に

よる貸付けの決定の変更の要否を決定するものとする。 

３ 前項の規定により、貸付けの決定の変更の決定をしたときは、高度化資金貸付決定変更通知書（別

記第六号様式）により、借受決定者にその旨を通知するものとする。 

追加〔昭和五三年規則四四号〕、一部改正〔昭和五五年規則五一号・平成一一年六三号・

七九号・一七年八五号〕 

（貸付金の交付請求） 

第二十三条 借受決定者は、貸付対象施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な契約を締結し、

かつ、その対価として自己資金相当額（整備資金の額から高度化資金の貸付決定額を控除した額を

いう。）以上の金額を支払つたときは、知事に対して、高度化資金貸付金交付請求書（別記第七号

様式）により貸付金の交付を請求することができる。 

２ 知事は、前項の規定により請求を受けた場合は、実地検査を行い、当該請求に係る高度化資金に

ついての事業計画が適切に遂行されると認めるときは、貸付金の交付を行うものとする。 

全部改正〔平成一七年規則八五号〕、一部改正〔平成一七年規則八五号〕 

（都市計画法との関連） 

第二十四条 知事は、申請者が行う事業が都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第三項に規

定する市街化調整区域で行われる場合にあつては、当該申請者が同法第三十四条第六号の規定によ

る開発許可又は同法第四十三条第一項の規定による許可を受ける見込みがあることを確認したもの

について貸付決定を行うものとする。 

追加〔平成一七年規則八五号〕、一部改正〔平成二二年規則三二号・二八年七八号〕 
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第四章 貸付金の管理 

追加〔平成一七年規則八五号〕 

（貸付金の償還の猶予） 

第二十五条 知事は、借受者が貸付条件の変更を希望する場合であつて、当該借受者が災害、経済事

情の著しい変動、その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であると認められ、かつ、次

の各号に掲げる要件に該当すると認められるときは、当該借受者に対し、償還の猶予を認めること

ができる。 

一 診断等において借受者の経営の改善及び貸付金の償還に関する計画の妥当性並びに貸付条件の

変更の必要性が認められたものであること。 

二 事業の継続が見込まれること。 

三 期限の到来した元金、利息及び支払うべき違約金について延滞がないこと。 

四 遊休資産の処分、役員からの借入れ、増資又は賦課金の増額による資金調達を行う等貸付金の

償還につき、特に誠意を有すると認められること。 

五 貸付けに係る償還が、他の金融機関への返済と比較して著しく不利益に扱われていないこと。 

２ 前項に規定する償還の猶予を行う基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 貸付条件の変更後における猶予期間終了後の新たな約定返済元金は、当初貸付けの約定返済元

金以上の額とする。 

二 利息の猶予は行わない。ただし、産業競争力強化法（平成二十五年法律第九十八号）第百二十

八条第一項の中小企業再生支援協議会の支援を受けて策定される再生計画（以下「再生計画」と

いう。）に基づき償還の猶予を行う場合は、この限りでない。 

３ 前各項の規定にかかわらず、集団化事業又は集積区域整備事業を実施した借受者の組合員等が倒

産等の状況にあると認められるときは、別に定めるところにより、当該借受者に対し、当該組合員

等の占有部分に係る約定返済元金及び約定返済利息の相当額を最終償還期限まで猶予することがで

きる。 

４ 猶予に係る手続その他の事項については、別に定める。 

追加〔平成一七年規則八五号〕、一部改正〔平成二八年規則七八号〕 

（最終償還期限の延長） 

第二十六条 知事は、借受者が貸付条件の変更を希望する場合であつて、当該借受者の最終償還期限

が到来する年度において、次の各号に掲げる要件に該当すると認められるときは、当該借受者に対

し、最終償還期限を延長することができる。 

一 借受者が前条第一項第一号から第四号までの要件に該当すること。 

二 借受者の主たる債権者である他の金融機関が、借受者の救済のために最終償還期限の延長と同

等以上の措置を講じ、又は講じることが確実であること。 

２ 前項の規定による最終償還期限の延長を行う基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 最終償還期限の延長期間は、当初の最終償還期限から十年を限度とし、知事が実施する診断に

おいて必要と認められた期間とする。 

二 最終償還期限の延長後の新たな約定返済元金は、知事の診断において償還が可能と判断された

額とする。 

３ 第一項の規定による最終償還期限の延長が再生計画に基づく償還の猶予に係るものである場合に

は、前項第一号の規定は、適用しない。 

４ 知事は、第一項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、最終償還期限が到来する年度の

前年度以前において最終償還期限を延長することができる。 

５ 最終償還期限の延長に係る手続その他の事項については、別に定める。 

追加〔平成一七年規則八五号〕、一部改正〔平成二一年規則九二号・二八年七八号〕 

（期限の利益の喪失） 

第二十七条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、借受者に対し、その借入

金債務及びその債務から生じる一切の債務の全部又は一部について、期限の利益を喪失させること

ができる。 

一 借受者が借入金を借入れの目的以外に使用し、又は借入れ後、合理的理由なく直ちに使用しな

かつたとき。 
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二 借受者、担保提供者、担保を提供することを約した者又は連帯保証人が、借入れに際し、又は

借入れ後借入金債務の全部を弁済するまでの間において、知事に対し事実に相違した申出若しく

は報告をし、又は必要な事実の申出若しくは報告を怠つたとき。 

三 借受者、担保提供者、担保を提供することを約した者又は連帯保証人が、貸付契約書に記載し

た条項に違反した場合又は当該条項に基づく知事の指示に従わないとき。 

四 借受者が事業計画の変更その他をしたことにより、貸付対象施設の設置費が減額されたとき。 

五 借受者が法、政令、省令及びこの規則に定める貸付けを受ける要件に該当しなくなつたとき。 

六 借受者が貸付けの対象となつた事業を中止し、又は廃止したとき。 

七 借受者が貸付対象施設を売却、廃棄、休止し、又は貸付けの目的以外に使用したとき。 

八 借受者の出資比率中、大企業（法第二条第一項に規定する中小企業以外の会社をいう。以下同

じ。）及びその役員からの出資比率が百分の百となつたとき、又は一の大企業及びその役員から

の出資比率が百分の五十以上となつたとき、若しくは、借受者が大企業と合併したとき。 

九 借受者が借入金債務及びその債務から生じる一切の債務の全部又は一部の履行を遅滞したとき。 

十 借受者、担保提供者又は担保を提供することを約した者が担保物件の保全に必要な行為をしな

いとき。 

十一 借受者が強制執行、民事保全命令若しくは競売の申立てを受けたとき。 

十二 借受者が国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）又はその例による滞納処分を受けた

とき。 

十三 借受者に破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てがあつたとき。 

十四 借受者が死亡又は解散したとき。 

十五 借受者が債権者への支払を停止したとき、又は手形交換所から取引停止処分を受けたとき。 

十六 借受者の責めに帰すべき事由により、知事に借受者の所在が不明となつたとき。 

十七 前各号に掲げるもののほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 

２ 知事は、第二十九条第一項の規定による承認をする場合において必要と認めるときは、当該承認

に係る借入金債務及びその債務から生じる一切の債務について、期限の利益を喪失させることがで

きる。 

全部改正〔平成一七年規則八五号〕、一部改正〔平成一七年規則八五号・一八年一〇七号〕 

（違約金） 

第二十八条 知事は、借受者が借入金債務の元金の支払を延滞した場合は、当該借受者に対して、支

払期日の翌日から支払いがあつた日までの日数に応じ、延滞した元金の金額につき年十・七五パー

セントの割合で計算して得た額を違約金として徴収することができるものとする。ただし、次項に

規定する違約金を徴収する場合にあつては、この限りでない。 

２ 知事は、前条第一項第一号、第二号又は第三号の規定により借受者の期限の利益を喪失させたと

きは、当該借受者に対し、貸付けの日から支払があつた日までの日数に応じ、期限の利益を喪失さ

せた額につき年十・七五パーセントの割合で計算して得た額を違約金として徴収することができる

ものとする。 

３ 知事は、前条第一項第四号から第十七号までの規定により借受者の期限の利益を喪失させたとき

は、当該借受者に対し、償還を命ぜられた支払期日の翌日から支払があつた日までの日数に応じ、

期限の利益を喪失させた額につき年十・七五パーセントの割合で計算して得た額を違約金として徴

収することができるものとする。 

４ 前各項の違約金の算定に係る年当たりの割合は、閏（じゆん）年を含む期間についても、三百六

十五日当たりの割合とする。 

５ 第一項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定の計算方法によつて算定された違約金

の額が百円未満である場合又は知事がやむを得ない事由があると認める場合においては、違約金は

徴収しない。 

全部改正〔平成一七年規則八五号〕、一部改正〔平成一七年規則八五号〕 

第五章 貸付け後における取扱い 

追加〔平成一七年規則八五号〕 

（施設の処分等の承認） 

第二十九条 借受者は、貸付金の償還が完了するまでの間において次の各号のいずれかに該当する行
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為をしようとするときは、あらかじめ、貸付対象施設処分等承認申請書（別記第八号様式）を知事

に提出し、承認を受けなければならない。 

一 貸付対象施設を目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はそ

の使用を中止しようとするとき。 

二 貸付対象施設を改造し、廃棄しようとするとき。 

三 貸付対象施設の管理又は運営を他の者に委託しようとするとき。 

四 前各号に掲げるもののほか、貸付対象施設について変更を行おうとするとき。 

２ 組合である借受者は、貸付対象施設を占有する組合員の変更を行おうとする場合は、あらかじめ、

組合員変更承認申請書（別記第九号様式）を知事に提出し、承認を受けなければならない。 

一部改正〔昭和五〇年規則一号・五二年八号・五三年四四号・五四年三九号・五五年五一

号・平成八年一二号・一一年六三号・一二年一七一号・一七年八五号〕 

（届出） 

第三十条 借受者は、貸付金の償還が完了するまでの間において次の各号のいずれかに該当する事由

がある場合は、高度化資金貸付対象施設に係る事故発生届（別記第十号様式）又は高度化資金借受

者等に係る変更届（別記第十一号様式）により、速やかに知事にその旨を届け出なければならない。 

一 貸付対象施設について火災その他重大な事故が生じたとき。 

二 住所、名称若しくは代表者の変更又は役員の異動があつたとき。 

三 第二十七条第一項第四号から第八号まで及び第十一号から第十五号までに該当する事実が生じ

たとき。 

四 連帯保証人について住所、営業若しくは事業の種目又は勤務先（法人にあつては、その名称、

業種、主たる事務所の所在地又は資本金の額）の変更その他重要な変更を生じたとき。 

五 組合である借受者にあつては、その組合員であつて貸付対象施設を占有するものについて次に

掲げる事由があるとき。 

イ 住所又は名称の変更 

ロ 第二十七条第一項第八号及び第十一号から第十五号までに該当する事実が生じたとき。 

六 前各号に掲げるもののほか、貸付けに係る事業計画に変更が生じたとき（前条の規定により知

事の承認を受けなければならない事由がある場合を除く。） 

一部改正〔昭和五〇年規則一号・五三年四四号・五四年三九号・五五年五一号・平成八年

一二号・一一年六三号・七九号・一二年一七一号・一七年八五号・一八年一〇七号・二二

年三二号〕 

第六章 雑則 

追加〔平成一七年規則八五号〕 

（報告） 

第三十一条 知事は、借受者から経営状況等について、報告を受けるものとする。 

２ 前項の報告の様式その他の事項については、別に定める。 

全部改正〔平成一七年規則八五号〕、一部改正〔平成一七年規則八五号〕 

（完了報告及び検査） 

第三十二条 借受者は、貸付対象施設の設置等を完了したときは、その完了後十日以内に高度化資金

貸付対象施設設置等完了報告書（別記第十二号様式）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定により報告を受けたときは、当該報告に係る施設について実地検査を行うも

のとする。 

追加〔平成一七年規則八五号〕 

（関係書類の整備） 

第三十三条 借受者は、貸付金の償還が完了するまでの間、当該貸付金に係る書類を整備し、保存し

ておかなければならない。 

一部改正〔昭和五〇年規則一号・五三年四四号・五四年三九号・平成一七年八五号〕 

（調査） 

第三十四条 知事は、高度化資金の貸付事業の適正な運営を図るため必要に応じて報告を徴し、又は

関係職員に調査させることがある。 

一部改正〔昭和五〇年規則一号・五三年四四号・五四年三九号・平成一一年六三号・七九
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号・一七年八五号〕 

（機構に対する貸付け） 

第三十五条 知事は、機構が法第十五条第一項第四号の規定による業務を行う場合においては、その

必要とする資金の一部を機構に貸し付けることがある。 

２ 前項に規定する貸付けに関し必要な事項は、別に定める。 

一部改正〔昭和四五年規則九五号・五〇年一号・五三年四四号・五四年三九号・五六年七

一号・五八年一八号・平成八年一二号・一一年七九号・一七年八五号〕 

（実施細目） 

第三十六条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

追加〔昭和五四年規則三九号〕、一部改正〔平成八年規則一二号・一七年八五号〕 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月十六日から適用する。 

一部改正〔平成一一年規則六三号〕 

（経過規定） 

第二条 千葉県中小企業高度化資金等貸付規則の一部を改正する規則（平成十一年千葉県規則第六十

三号。以下「平成十一年改正規則」という。）による改正前の附則第三項の規定による改正前の千

葉県中小企業近代化資金貸付規則（昭和三十九年千葉県規則第三十四号）の規定に基づいてすでに

貸し付けている高度化資金の取扱いについては、なお従前の例による。ただし、同規則第七条に規

定する償還期間は三年間延長する。 

一部改正〔平成一一年規則六三号〕 

（団地再強化資金の貸付け） 

第三条 知事は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる事業（平成十一年改正規則の施行の日か

ら平成十三年三月三十一日までの間に受付をした第六条第一項に規定する申請書に係る事業に限

る。）を行う者に対し、当該事業に必要な資金（以下「団地再強化資金」という。）の一部を貸し

付けるものとする。 

一 施設再強化事業（第三条第一項第一号の事業を実施した者が、建物その他の施設の新設、増設

又は改築（全面建替えを含む。）を行う事業をいう。以下同じ。） 

二 団地再強化設備リース事業（第三条第一項第一号の事業を実施した事業協同組合又は協同組合

連合会が、設備を取得し、当該設備を組合員又は所属員に買取予約付きで賃貸する事業をいう。

以下同じ。） 

三 簡易型貸工場・貸店舗整備事業（第三条第一項第一号の事業を実施した者が、団地内の遊休施

設を活用して建物その他の施設を設置し、次のいずれかの要件に該当する者に賃貸する事業をい

う。以下同じ。） 

イ 設立の日以後七年を経過していない法人又は事業を開始した日以後七年を経過していない個

人 

ロ 前事業年度又は前年度において試験研究費等の額の収入金額に対する割合が百分の三を超え

る者 

２ 前項の規定により知事が貸し付ける資金の種類、貸付対象事業、貸付対象者、貸付対象施設、貸

付金の額、償還期限、据置期間及び貸付利率は、附則別表に定めるとおりとする。 

３ 第一項の規定により知事が貸し付ける資金については、第六条第一項中「高度化寄与資金」とあ

るのは「高度化寄与資金（附則別表に定める資金を含む。）」と、第十条第一項中「高度化寄与資

金」とあるのは「高度化寄与資金（附則別表に定める資金を含む。）」と、「別表第一」とあるの

は「別表第一若しくは附則別表」と、第二十条第一項各号列記以外の部分及び第四号並びに第二項

中「別表第一から」とあるのは「別表第一及び附則別表並びに別表第二から」と、別記第一号様式

及び第五号様式中「高度化寄与資金」とあるのは「高度化寄与資金（附則別表に定める資金を含む。」

として、これらの規定を適用する。 

追加〔平成一一年規則六三号〕、一部改正〔平成一一年規則七九号〕 

（据置期間の特例） 

第四条 第三条第三項第一号トからルまでに規定する事業のうち、平成十一年四月二十八日までに小
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売振興法第四条第一項の認定を受けた商店街整備計画、同条第二項の認定を受けた店舗集団化計画、

同条第三項の認定を受けた共同店舗等整備計画、同条第四項の認定を受けた電子計算機利用経営管

理計画及び同条第五項の認定を受けた連鎖化事業計画に基づく事業を実施する場合にあつては、別

表第二 一の項据置期間の欄中「別表第一に規定する貸付対象事業ごとに同表の据置期間の欄に定

める据置期間」を「五年以内において知事が適当と認める期間」とする。 

追加〔平成一一年規則七九号〕、一部改正〔平成一三年規則八八号・一四年六七号〕 

（最終償還期限の延長の特例） 

第五条 平成二十一年十二月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受付をした最終償還期限

の延長に係る申請については、第二十六条第一項各号列記以外の部分中「次の各号に掲げる要件」

とあるのは、「第一号及び第三号に掲げる要件」とする。 

追加〔平成二一年規則九二号〕 

附則別表（附則第三条第二項） 

  

 

資金の種類 
貸付対象事

業 
貸付対象者 貸付対象施設 

貸付金の

額 
償還期限 据置期間 

貸付利

率（年

利） 

 

 団地再強化

資金 

施設再強化

事業 

施設再強化事

業を行う事業

協同組合等（事

業協同組合又

は協同組合連

合会をいう。以

下この目にお

いて同じ。）又

はこれらの組

合員若しくは

所属員たる特

定中小企業者、

企業組合若し

くは協業組合 

施設再強化事

業の用に供す

る土地、建物、

構築物又は設

備（組合員若し

くは所属員た

る特定中小事

業者、企業組合

若しくは協業

組合の事業の

共同化に著し

く寄与する設

備又は当該事

業協同組合等

及びこれらの

組合員若しく

は所属員の出

資に基づいて

設立された組

合員若しくは

所属員たる会

社の事業の用

に供する設備

に限る。） 

貸付対象

施設を取

得し、造

成し、又

は設置す

るのに必

要な資金

の百分の

八十以内

（ただ

し、小規

模事業者

が専有す

る部分に

ついて

は、所要

資金の百

分の九十

以内） 

二十年以

内におい

て知事が

適当と認

める期限 

三年以内

において

知事が適

当と認め

る期間 

一・〇五

パーセ

ント 

 

   団地再強化

設備リース

事業 

団地再強化設

備リース事業

を行う事業協

同組合又は協

同組合連合会 

団地再強化設

備リース事業

の用に供する

設備又はこれ

らの附属設備 

貸付対象

施設を取

得するの

に必要な

資金の百

分の八十

以内 

減価償却

資産の耐

用年数等

に関する

省令（昭

和四十年

大蔵省令

第十五

号）に定

一年以内

において

知事が適

当と認め

る期間 

一・〇五

パーセ

ント 
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める当該

設備の耐

用年数を

勘案して

知事が定

める期限 

   簡易型貸工

場・貸店舗

整備事業 

簡易型貸工

場・貸店舗整備

事業を行う事

業協同組合若

しくは協同組

合連合会又は

これらの組合

員若しくは所

属員たる特定

中小事業者、企

業組合若しく

は協業組合 

簡易型貸工

場・貸店舗整備

事業の用に供

する建物、構築

物 

貸付対象

施設を取

得し、造

成し、又

は設置す

るのに必

要な資金

の百分の

九十以内 

二十年以

内におい

て知事が

適当と認

める期限 

三年以内

において

知事が適

当と認め

る期間 

無利子  

追加〔平成一一年規則六三号〕、一部改正〔平成一三年規則八八号・一四年六七号〕 

附 則（昭和四十五年十二月十八日規則第九十五号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の第八条及び第二十三条の規定は、この規則の施行日（以下「施行日」と

いう。）以後に貸付けの決定のあるものから適用し、施行日前に貸付けのあつたものについては、

なお従前の例による。 

附 則（昭和四十七年十月二十七日規則第七十八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十年一月十四日規則第一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十二年三月十一日規則第八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十三年四月一日規則第十八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十三年六月三十日規則第四十四号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県中小企業高度化資金等貸付規則の規定は、昭和

五十三年三月一日から適用する。 

附 則（昭和五十四年七月十日規則第三十九号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の千葉県中小企業高度化資金等貸付規則の規定（第二十一条の規定を除く。）にかかわら

ず、この規則の施行前に改正前の千葉県中小企業高度化資金等貸付規則の規定に基づき知事が貸し

付けた資金については、なお従前の例による。 

附 則（昭和五十五年八月一日規則第五十一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十六年十月三十日規則第七十一号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
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（経過措置） 

２ 改正後の千葉県中小企業高度化資金等貸付規則の規定（第十六条第二項の規定を除く。）にかか

わらず、この規則の施行前に改正前の千葉県中小企業高度化資金等貸付規則の規定により知事が貸

し付けた資金については、なお従前の例による。 

附 則（昭和五十八年三月二十九日規則第十八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十九年九月十八日規則第五十三号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の千葉県中小企業高度化資金等貸付規則の規定にかかわらず、この規則の施行前に改正前

の千葉県中小企業高度化資金等貸付規則の規定により知事が貸付けた資金については、なお従前の

例による。 

附 則（昭和六十年四月二日規則第三十四号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六十三年三月四日規則第五号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年三月二十四日規則第二十五号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の千葉県中小企業高度化資金等貸付規則の規定にかかわらず、この規則の施行前に改正前

の千葉県中小企業高度化資金等貸付規則の規定により知事が貸し付けた資金の償還期間については、

なお従前の例による。 

附 則（平成二年三月三十一日規則第三十一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成四年九月一日規則第九十六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成八年三月十九日規則第十二号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の千葉県中小企業高度化資金等貸付規則の規定にかかわらず、この規則の施行前に改正前

の千葉県中小企業高度化資金等貸付規則の規定により知事が貸付けた資金については、なお従前の

例による。 

附 則（平成九年二月十四日規則第六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十一年六月二十九日規則第六十三号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の千葉県中小企業高度化資金貸付規則の規定（第二十条第一項第十一号及び第二十四条第

三号を除く。）にかかわらず、この規則の施行前に改正前の千葉県中小企業高度化資金等貸付規則

の規定により知事が貸し付けた資金については、なお従前の例による。 

附 則（平成十一年十月二十六日規則第七十九号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の千葉県中小企業高度化等資金貸付規則の規定にかかわらず、この規則の施行前に改正前

の千葉県中小企業高度化資金貸付規則の規定により知事が貸し付けた資金については、なお従前の
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例による。 

附 則（平成十二年十二月十二日規則第百七十一号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の千葉県中小企業高度化等資金貸付規則の規定（第十六条、第二十条及び第二十二条から

第二十四条まで並びに別記第五号様式を除く。）にかかわらず、この規則の施行前に改正前の千葉

県中小企業高度化等資金貸付規則の規定により知事が貸し付けた資金については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成十三年五月二十九日規則第八十八号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の千葉県中小企業高度化等資金貸付規則の規定（第二十二条第二項並びに別表第一 六の

項貸付対象者の欄、七の項貸付対象者の欄及び八の項貸付対象者の欄を除く。）にかかわらず、こ

の規則の施行前に改正前の千葉県中小企業高度化等資金貸付規則の規定により知事が貸し付けた資

金については、なお従前の例による。 

附 則（平成十四年六月二十八日規則第六十七号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の千葉県中小企業高度化等資金貸付規則の規定（第二十二条第二項を除く。）にかかわら

ず、この規則の施行前に改正前の千葉県中小企業高度化等資金貸付規則の規定により知事が貸し付

けた資金については、なお従前の例による。 

附 則（平成十七年三月七日規則第二十五号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後

においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成十七年四月一日規則第八十五号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の千葉県中小企業高度化資金貸付規則の規定にかかわらず、この規則の施行前に改正前の

千葉県中小企業高度化資金等貸付規則の規定により知事が貸し付けた資金については、なお従前の

例による。 

附 則（平成十八年三月三十一日規則第六十三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十八年八月四日規則第百七号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十九年七月二十七日規則第七十七号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の千葉県中小企業高度化資金貸付規則の規定にかかわらず、この規則の施行前に改正前の

千葉県中小企業高度化資金貸付規則の規定により知事が貸し付けた資金については、なお従前の例

による。 

附 則（平成二十年三月三十一日規則第四十三号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二十年十一月二十八日規則第八十四号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。 

附 則（平成二十一年十一月二十七日規則第九十二号） 

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。 

附 則（平成二十二年三月三十一日規則第三十二号） 

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十三年三月二十九日規則第二十七号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の千葉県中小企業高度化資金貸付規則の規定にかかわらず、この規則の施行前に改正前の

千葉県中小企業高度化資金貸付規則の規定により知事が貸し付けた資金については、なお従前の例

による。 

附 則（平成二十八年十一月十一日規則第七十八号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の千葉県中小企業高度化資金貸付規則の規定にかかわらず、この規則の施行前に改正前の

千葉県中小企業高度化資金貸付規則の規定により知事が貸し付けた資金については、なお従前の例

による。 

別 記 

第一号様式 

（第十五条第二項） 

追加〔平成８年規則12号〕、一部改正〔平成11年規則63号・79号・17年85号・22年32号〕 

第一号様式の二 

（第十五条第三項） 

追加〔平成22年規則32号〕 

第二号様式 

（第十八条第三項） 

全部改正〔昭和55年規則51号〕、一部改正〔平成８年規則12号・11年63号・79号・17年85

号・22年32号〕 

第三号様式 

（第十九条第一項） 

追加〔平成17年規則85号〕 

第四号様式 

（第二十条第二項） 

追加〔平成17年規則85号〕 

第五号様式 

（第二十二条第一項） 

追加〔平成17年規則85号〕 

第六号様式 

（第二十二条第三項） 

追加〔平成17年規則85号〕 

第七号様式 

（第二十三条第一項） 

追加〔平成17年規則85号〕 

第八号様式 

（第二十九条第一項） 
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全部改正〔昭和55年規則51号〕、一部改正〔平成８年規則12号・11年63号・79号・17年85

号〕 

第九号様式 

（第二十九条第二項） 

全部改正〔昭和55年規則51号〕、一部改正〔平成８年規則12号・11年63号・79号・17年25

号・85号〕 

第十号様式 

（第三十条） 

全部改正〔昭和55年規則51号〕、一部改正〔平成８年規則12号・11年63号・79号・17年85

号〕 

第十一号様式 

（第三十条） 

全部改正〔昭和55年規則51号〕、一部改正〔平成８年規則12号・11年63号・79号・17年85

号〕 

第十二号様式 

（第三十二条第一項） 

追加〔平成17年規則85号〕 


