
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 融資・税制等 

■融資・保証等

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

日本政策金融公庫 

（国民生活事業）による融資

国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫な

どが、 2008年 10月に合併。国民生活事業では小規模企業向け

小口の資金需要に対応。 

・事業資金融資（経営環境の変化等により資金繰りに困難を来

している方向けの融資制度[セーフティネット貸付]など、さまざ

まな資金） 

・生活衛生融資（飲食業や理容業など衛生水準向上のための

設備投資） 

・新規開業ローン（創業・起業）など 

（株）日本政策金融公庫 

（国民生活事業）各支店 

青森支店 TEL:017-723-2331 

盛岡支店 TEL:019-623-4376 

仙台支店 TEL:022-222-5171 

秋田支店 TEL:018-832-5641 

山形支点 TEL:023-642-1331 

福島支店 TEL:024-523-2341 

土曜日  TEL:0120-220353 

日本政策金融公庫 

（中小企業事業）による融資 

国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫な

どが、2 008年1 0月に合併。中小企業向けの長期の資金需要に

対応。 

・新企業育成貸付（新たな事業の開始、新連携又は農商工連

携、地域資源活用、再チャレンジなど） 

・企業活力強化貸付（ものづくり基盤技術、地域経済の活性化

及び雇用の促進など） 

・環境・エネルギー対策貸付（環境対策、省エネルギー設備の

設置など） 

・セーフティネット貸付（経営環境の変化や金融機関との取引状

況の変化などにより困難となっている資金繰りへの対応）など 

・企業再生貸付（経営環境の変化や金融機関との取引状況の

変化などにより困難となっている資金繰りへの対応）など 

（株）日本政策金融公庫 

（中小企業事業）各支店 

青森支店 TEL:017-734-2511 

盛岡支店 TEL:019-623-6125 

仙台支店 TEL:022-223-8141 

秋田支店 TEL:018-832-5511 

山形支点 TEL:023-641-7941 

福島支店 TEL:024-522-9241 

相談センターTEL:0120-868121 

セーフティネット貸付 一時的な売上高の減少等業況が悪化している方、社会的な要

因による業況悪化により資金繰りに支障をきたしている方など。

日本政策金融公庫 

（旧：国民生活金融公庫、 

旧：農林漁業金融公庫、 

旧：中小企業金融公庫）の各支店 

企業再建・事業承継支援 

資金（企業再生貸付） 

経営改善・経営再建に取り組む方や、倒産した企業、後継者不

在により事業継続が困難となっている企業から事業を承継する

方など。 

日本政策金融公庫 

（旧：中小企業金融公庫）各支店の 

中小企業事業の窓口 

商工組合中央金庫による 

融資 

2009年10月に特殊会社（特別の法律に基づく株式会社）化。一

般融資の他、国の施策と連携して融資。 

・経営環境、金融環境変化対応資金貸付 

・再チャレンジ支援貸付 

・事業再生支援貸付など 

（株）商工組合中央金庫 各支店 

（巻末参照） 

地域中小企業再生ファンド 

（再生支援出資事業） 

再生に取り組む中小企業に対し、再生計画上の必要に応じて、

資金供給や経営支援を行う。 

（独）中小企業基盤整備機構 

ファンド事業部 

TEL:03-5470-1570 

各中小企業再生支援協議会（巻末参照）

事業継続ファンド 後継者不在等の事業承継問題により新たな事業展開が困難な

中小企業に対し、新事業展開を通じた経営の向上を目的とする

ファンドが資金供給や販路開拓等の経営支援を行う。 

（独）中小企業基盤整備機構 

ファンド事業部 

TEL:03-5470-1570 

中小企業投資育成 

株式会社による投資 

株式、新株予約権、新株予約券付社債の引受け、コンサルティ

ングを通じて、中小企業の自己資本の充実を図る。 

東京中小企業投資育成株式会社 

TEL:03-5469-1811 
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公的⽀援制度⼀覧● ２ 融資・税制等 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

小規模企業設備資金制度 小規模企業者等に、経営基盤の強化又は創業に必要な設備を

導入するための設備資金の1/2を無利子貸付。 

各県貸与機関（産業支援財団等）等 

（巻末参照） 

債務保証制度 法律の承認、認定を受けた事業者及び法律の規定に基づく事

業に対する債務保証。主な対象は、事業再生を行おうとする事

業者が通常の業務を維持するために必要な資金（産業再生法

関連）、中心市街地活性化法認定事業者が認定事業計画に従

って行う特定商業施設等整備事業に必要な資金（中心市街地

活性化法関連）。 

（独）中小企業基盤整備機構 

ファンド事業部 事業基盤支援課 

TEL:03-5470-1575 

信用保証制度 

（中小企業が金融機関から

融資を受ける際、信用保証

協会が債務保証を行う制度）

事業者が金融機関から事業資金を調達する際、信用保証協会

が債務保証を行う制度。 

一般的な保証以外に緊急保証（原材料価格や仕入価格の高騰

等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対する

保証）、経営安定関連保証（取引先の倒産や取引金融機関の

破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対

する保証）、流動資産担保融資保証（売掛債権や棚卸資産を担

保として金融機関より借入を行う際の保証）や、各県融資制度と

連携した保証制度もある。 

各県の信用保証協会（巻末参照） 

または取引金融機関 

セーフティネット保証制度 取引先等の再生手続等の申請や、事業活動の制限、災害、取

引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中

小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度。 

各県の信用保証協会または各支所へ 

詳しくは以下HPを参照下さい。 

http://www.zenshinhoren.or.jp/ 

小企業等経営改善資金 

融資制度（マル経融資） 

小規模企業に対する経営改善のための資金を無担保・無保証

人・低利で融資。 

商工会議所、商工会連合会（巻末参照）、

商工会、日本政策金融公庫 

（国民生活事業）各支店 

（各県）

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●青森県

青森県未来への挑戦資金 あおもり型産業や雇用創出を図る事業のほか、建設業の新分野

進出に係る取組等を対象とする融資。 

青森県商工労働部商工政策課 

TEL:017-734-9368 

青森県経営安定化 

サポート資金

売上高、経常利益の減少や取引先企業の倒産等により資金繰

りに支障が生じている中小企業者や事業再生に取り組む中小

企業者を対象とする融資。 

青森県事業活動応援資金 事業活動に必要な資金のほか、迅速な資金調達を図る方、再

チャレンジを図る方を対象とする融資。 

小規模企業者等設備導入

資金貸付制度 

小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の

導入について、その経費の一部を無利子で融資。 

（財）21 あおもり産業総合支援センター 

TEL:017-777-4066 

設備貸与制度 小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の

導入について、（財）21あおもり産業総合支援センターが設備を

メーカー等から直接購入して、低利で割賦販売またはリース。 

●岩手県

商工観光振興資金 県制度資金の中で一般的な資金。 岩手県商工労働観光部経営支援課 

TEL:019-629-5542 中小企業経営安定資金 県内の中小企業者で、売上が減少していることなどにより経営の

安定に支障をきたす恐れがあるものに対して運転資金を融資

し、経営の安定を支援。融資限度額は 8,000 万円（経営安定関

連資金は別枠で 8,000 万円）。 

小口事業資金 小規模企業者の小口の資金需要に対応する資金。「普通小口

資金」、「小規模小口資金」、「特別小口資金」、の 3 種類。

中小企業成長応援資金 雇用の増加、事業拡大、新分野への進出等に意欲的に取り組

む中小企業者に、設備・運転資金を融資する。 
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２ 融資・税制等 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

いわて起業家育成資金 

（育成資金） 

資格、経験等を基にして新たに事業を開始（創業）しようとする

方に対して融資する資金。 

岩手県商工労働観光部経営支援課 

TEL:019-629-5542 

小規模企業者等 

設備資金貸付制度 

中小企業者に設備資金を無利子で融資する。 （財）いわて産業振興センター

総務・金融グループ 

TEL:019-631-3821 設備貸与制度 中小企業者が機械・設備を導入するときに、いわて産業振興セ

ンターが機械・設備を商社・メーカーから直接購入して低利で割

賦販売またはリース。 

（対象）設備貸与:資本金 3 億円以下又は従業員 300 人以下 

リース:従業員 20 人以下 

※従業員 20 人以下の小規模事業者に対する設備資金貸付制

度（設備代金の 1/2 以内、最大 4,000 万円まで貸付）もあり。 

いわて希望ファンド

地域活性化支援事業 

（地域資源活用枠） 

地域資源を活用した新たな取組みに対して、新商品開発や販

路開拓等の事業に係る経費の一部を助成。 

（財）いわて産業振興センター

総合支援グループ 

TEL:019-631-3826 

●宮城県

一般資金（一般枠） 県内に事務所、事業所を有する次のいずれかの中小企業者等

（1）経営基盤,経営体質の改善を必要とするもの 

（2）経済変動等外部要因により経営が不安定化しているもの 

宮城県経済商工観光部商工経営支援課 

TEL:022-211-2744 

一般資金 

（経営改善対策枠） 

資金繰り円滑化借換保証制度を適用して既往の宮城県中小企

業経営安定資金等による借入金の旧債返済を行うことにより再

建及び持続的発展が見込まれる中小企業者等。 

流動資産担保活用資金 県内に事務所、事業所を有し、宮城県内で事業を営む中小企

業のうち、取引先事業者に対する売掛債権を自らが保有してい

る、又は棚卸資産を有する中小企業者等。 

経営緊急支援資金 

（一般枠） 

経済的環境の変化により一時的に売上の減少等業況悪化をき

たしているが、中長期的には、その業況が回復し発展することが

見込まれる中小企業者等（商工会議所、商工会又は商工会連

合会の推薦）。 

経営緊急支援資金 

（倒産防止枠） 

負債総額 1,000万円以上の倒産企業に対し 50万円以上の回収

困難な売掛債権等を有している又は当該倒産企業との取引額

が全取引額の 20%以上を占めている中小企業者等（知事の認

定） 。 

セーフティーネット資金

（一般枠） 

中小企業信用保険法第 2条第 4項各号該当の特定中小企業者

で市町村長の認定を受けた中小企業者等。 

セーフティーネット資金

（経営改善対策枠） 

中小企業信用保険法第 2条第 4項各号該当の特定中小企業者

で市町村長の認定を受けたもので、既往の宮城県中小企業経

営安定資金等による借入金の旧債返済を資金繰り円滑化借換

保証制度を適用して行うことにより、再建及び持続的発展が見

込まれる中小企業者等。 

災害復旧対策資金 知事の指定する災害により被害を受けた、次のいずれかの中小

企業者等（災害知事指定、市町村長又は商工会議所・商工会

の認定） 。 

（1）施設・設備等の損壊が発生しているもの 

（2）間接的な被害を受け ,最近 1 か月の売上高が、前年又は

前々年の同月の売上高に比して 10%以上減少しているもの 

富県宮城資金 

（立地サポート枠） 

新たに本県に立地しようとする中小企業者に対して実施される

企業立地奨励金の交付を受けた日以降 2 年を経過していない

もの又は宮城県企業立地資金の融資を受けた日以降 3 年を経

過していないもの（知事の認定）。 
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公的⽀援制度⼀覧● ２ 融資・税制等 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

富県宮城資金 

（チャレンジ枠）

（1）自動車産業及び高度電子機械産業に関連する事業並びに

食品製造業関連産業及び木材関連産業に属する事業を引き

続き 1 年以上営むもので、既存事業の取引拡大を図るもの

（知事の認定） 

（2）上記（1）に該当しない事業を引き続き 1 年以上営むもので、

新たに（1）に該当する事業への参入を図るもの又は参入して

1 年を経過していないもの（知事の認定） 

宮城県経済商工観光部商工経営支援課 

TEL:022-211-2744 

小規模企業者等 

設備導入資金 

従業員 20 人以下の製造業、5 人以下の商業・サービス業で、県

税を滞納していない小規模企業者の創業や経営基盤を強化。

（財）みやぎ産業振興機構 

産業振興部設備助成課 

TEL:022-225-6636 

投資 

（少人数私募債制度・ 

ベンチャー投資） 

・少人数私募債制度～宮城県内に工場又は事業所を有し、

経営状態が堅実で発展が期待される企業を対象とし、私募

債の引き受けにより設備投資又は運転資金の長期資金調達

を支援。

・ベンチャー投資～新規性、革新性に富んだアイデアや優れた

技術等を有し、先導的、先進的な取組を行い、地域経済の活

性化に貢献が見込まれる中小企業への資金調達を支援する。

新分野進出資金 新分野進出で経営の再構築や活性化を図ろうとする中小企業

に事業資金を融資。県内で 1 年以上同一事業を営み、雇用調

整なしで異なる業種に進出しようとする中小企業で、知事から融

資対象との認定を受けたもの。 

融資限度額 8,000 万円（運転資金は 3,000 万円） 

宮城県経済商工観光部商工経営支援課 

TEL:022-211-2744 

●秋田県

小規模企業者等設備 

導入資金 

小規模企業の創業と経営基盤の強化に資する設備の導入につ

いて、その経費の一部を無利子で融資。 

（財）あきた企業活性化センター 

TEL:018-860-5610 

新事業展開資金 

（事業革新資金） 

（創業支援資金） 

（事業承継資金） 

新たな事業展開、新規の開業､独立､分社化、営業の譲渡による

事業承継に取り組む企業に対する融資。 

中小企業振興資金 

（一般資金） 

中小企業の健全な発展と経営の安定を図るため、事業資金を

融資。 

経営安定資金 一時的に業況が悪化している方や倒産企業の影響を受けてい

る方の経営の安定と事業の活性化を図るために、必要な資金を

融資。 

再建企業特別融資資金 法的手続きによる再建をめざす方や廃業・倒産を経験した方

が、事業の再建や再チャレンジを図るための事業資金を融資。

秋田県機械類貸与制度 県内企業の方々が希望する機械設備を商社、メーカーから

（財）あきた企業活性化センターが購入し、それを長期かつ低利

で割賦販売又はリースする制度。 

●山形県

やまがた地域産業応援基金 山形県の強みであるあるものづくり基盤技術を活かした技術開

発・製品化、また、山形ならではの地域資源等を活用した新商

品・新サービスの開発に取り組む中小企業等を支援。 

山形県商工観光部 

産業政策課経営支援担当 

TEL:023-630-2290 
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２ 融資・税制等 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

商工業振興資金融資事業 

（地域活力強化資金） 

（1）新分野進出を行う方 

（2）チャレンジ山形ファンドの出資を受けた方、中小企業新事業

活動促進法に基づく｢経営革新｣の承認又は｢新連携｣の認

定、中小企業地域資源活用促進法に基づく｢地域資源活用

事業｣の認定、やまがた農商工連携ファンドからの助成を受け

て事業を行う方、「中心市街地活性化基本計画」又は「商店

街活性化事業計画」に掲げる事業を行う方 

（3）試験研究や新商品の開発を行う方 

（4）事業の継続が困難な事業者から、事業用資産を取得し当該

事業を承継しようとする方 

（5）【雇用対策】上記のいずれかに加えて、新たに 2 名以上の方

を常用雇用される方 

山形県商工観光部産業政策課 

金融担当 

TEL:023-630-2135 

商工業振興資金融資事業 

（産業活性化支援資金） 

・新商品、新サービスを提供するための設備投資を行う方 

・技術力・生産性の向上を図る、集客力を高めるための設備投

資を行う方 

・山形セレクションの生産・販売、有機 EL 製品の生産設備を導

入、男女いきいき・子育て応援宣言企業の登録を受けた取組 

みを実施する方、加齢や障がいに伴う困難等を補うための設

備を導入する方、福祉のまちづくり条例に定める整備基準を満

たすように事業用建築物を改修する方、建築士の耐震診断を

受けて耐震改修を行う方、やまがた子育て応援パスポート事業

の協賛企業として登録を受けた取組みを実施する方 

・自動車部品又は航空機部品の生産設備を導入する方 

・【雇用対策】上記のいずれかに加えて、新たに 2 名以上の方を

常用雇用される方 

商工業振興資金融資事業 

（開業支援資金） 

（1）県内で新たに中小企業者として開業する方 

（ 2）廃業経験のある方で、廃業後 5 年以内に再起業に取り組む方

商工業振興資金融資事業 

（産業立地促進資金） 

本県産業の高度化に資することが期待できる方であって、以下

のいずれかにあてはまる方。

（1）県内の工業団地等に立地しようとする方 

（2）県内に大規模な立地を行おうとする方、又は県外企業（製造

業に限る）で県内に新たに立地しようとする方

（3）県内工業団地等に立地している方若しくは大規模に立地し

た方であって増設・増築を行う方 

商工業振興資金融資事業 

（小規模企業資金） 

従業員 20 名以下（商業・サービス業は 5 名以下）の小規模企業者。

（1）県特…原則として無担保 

（2）特別小口…無担保・無保証人 

（3）小口零細…保証付き融資残高が 1,250 万円以下の方 

（原則として無担保） 
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公的⽀援制度⼀覧● ２ 融資・税制等 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

商工業振興資金融資事業 

（経営安定資金） 

（1）最近 3 か月の売上高又は売上総利益が過去 3 年以内のい

ずれかの年の同期に比べ 5%以上減少し、経営に支障をきた

している方 

（2）取引先、他社の倒産等により、経営に支障をきたしている方

（3）｢不況業種｣を営んでおり、最近 3 か月の売上高経営安定資

金が前年同期に比べ減少し経営に支障をきたしている方 

【緊急対策】（H23.3.31 までの取扱予定） 

（5）①｢不況業種｣に該当し、市町村長から中小企業信用保険

法第 2 条第  4 項第 5 号の認定を受けた方

（5）②｢不況業種｣に該当しないが、中小企業信用保険法第 2

条第 4 項第 5 号に定める「取引の数量の減少等」 ※に該当

する方

（6）最近 3 か月の売上高等・売上総利益率・営業利益率のいず

れかの平均が前年同期に比べ 10%以上減少しており、経営に

支障をきたしている方 

山形県商工観光部産業政策課 

金融担当 

TEL:023-630-2135 

商工業振興資金融資事業 

（中小企業再生支援資金） 

（1）中小企業再生支援協議会の支援を受けながら経営再建に

取り組む方 

（2）金融機関の支援を受けながら経営再建に取り組む方 

（3）法的整理申立から再生計画認可後 3 年を経過するまでの方

であって、経営再建に取り組む方 

（4）私的整理手続き中であって、経営再建に取り組む方 

●福島県 

長期安定保証 県内に事業所を有する又は県外企業で県内に新たに事業所を

設ける中小企業者で、本資金により経営基盤の安定と発展が期

待される方。 

※中小企業信用保険法第 2 条第 4 項の規定に基づく認定を受

けた方はセーフティネット保証が利用できる。 

福島県商工労働部金融課 

TEL:024-521-7291 

短期保証 県内に事業所を有する又は県外企業で県内に新たに事業所を

設ける中小企業者。 

※中小企業信用保険法第 2 条第 4 項の規定に基づく認定を受

けた方はセーフティネット保証が利用できる。 

※※また、流動資産担保融資保証が利用できる。 

経営環境改善保証 県内に事業所を有する中小企業者で、既存借入金の一本化等

による資金繰りの緩和並びに新たな運転資金の確保を図ること

によって、財務体質の改善が期待される方。 

※中小企業信用保険法第 2 条第 4 項の規定に基づく認定を受

けた方はセーフティネット保証が利用できる。 

※一本化等ができる既存借入金は、原則として保証付き借入金

（中小企業金融安定化特別保証、特別追認を除く）となる。 

小口零細企業資金 常時使用する従業員が 20 人以下（商業、サービス業 5 人以下）

の事業者に融資する制度。融資限度額は 1,250 万円。年利固

定は 2.3%以内。運転資金は 7 年以内（うち据置 1 年以内）、設備

資金は 10 年以内（うち据置 1 年以内）が融資期間。 

信用組合資金 中小企業者で、信用組合の組合員。 

企業回復応援資金 業種転換や新分野進出に取り組む方、業況回復を目指す方、

再生支援協議会の支援により経営改善に取り組む方に対し、運

転・設備資金 2,000 万円以内、期間 5 年以内、年利固定 3.0%以

内で融資する制度。 

10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 融資・税制等 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

関連倒産防止資金 【一般枠】 

県内に事業所を有する中小企業者で、倒産企業に対し売掛債

権等を有し、本資金の導入により関連倒産の防止を図ることが

できる方。 

【取引円滑化枠】 

県内に事業所を有する中小企業者で、次のいずれかに該当す

る方であって、本資金の導入により関連倒産の防止を図ることが

できる方。 

（1）倒産企業に対し売掛金債権等を有する方 

（2）倒産企業に対し売掛金債権等を有する方との取引額が全

取引額の 10%以上あり、かつ当該企業に対し売掛金債権等を

有する方 

（3）取引金融機関の破綻等により、一時的に資金繰りに困難を

きたしている方 

福島県商工労働部金融課 

TEL:024-521-7291 

緊急経済対策資金 

（経営安定特別資金） 

県内に事業所を有する中小企業の方で、国の指定する不況業

種に該当し、売上げや利益率等が 3%以上減少するなどの要件

を満たし、市町村の認定を受けた方を対象に、運転・設備資金

5,000 万円以内、期間 10 年以内（うち据置 2 年以内）、年利固定

2.0%以内で融資する制度。低利、低保証料（年 0.7%）、100%保証

の制度で、負担が少なく借りやすい制度となっている。 

成長産業育成資金 県内に事業所を有する又は県外企業で県内に新たに事業所を

設ける中小企業者で、次のいずれかに該当する方 

（1）環境・新エネ、輸送用機械・半導体、医療・福祉機器関連産

業に係る事業を行う方 

（2）農商工連携等の事業を行う方 

（3）観光関連産業に係る事業を行う方 

（4）経営革新の承認、次世代育成支援企業認証等を受けた方

環境創造資金融資制度 環境保全に取り組む中小企業等を支援するため、工場又は事

業場の環境保全施設の設置、改善又は移転に必要な資金を県

のあっせんにより取扱金融機関を通じて融資を行う。 

（1）個別環境保全資金 

（2）共同環境保全資金 

（3）工場等移転資金 

（4）産業廃棄物処理資金 

福島県生活環境部環境共生課 

TEL:024-521-7248 

保証協会の制度 郡山地域テクノポリス圏域内企業の高度技術開発及び高度技

術を利用した製品開発における借入債務の保証。 

（財）郡山地域テクノポリス推進機構 

TEL:024-947-4400 

（財）郡山地域テクノポリス

推進機構の支援 

研究開発型企業への債務保証、各種研修・指導事業等の支援。
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公的⽀援制度⼀覧● ２ 融資・税制等 

■税 制

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

中小企業等基盤強化税制 流通・サービス業や特定の中小企業が機会・装置等を取得し

た場合や中小企業者が従業員の教育訓練を行った場合の税

額控除。

国税庁、国税局（事務所）または税務署の

税務相談窓口 

中小企業庁商業課 TEL:03-3501-1929 

新事業促進課 TEL:03-3501-1767 

経営支援課   TEL:03-3501-1763 

中小企業投資促進税制 機械・装置その他の対象設備・資産を導入した場合の税額控除

又は特別償却。 

国税庁、国税局（事務所）または税務署の

税務相談窓口 

中小企業庁財務課 

TEL:03-3501-5803 

人材投資促進税制 従業員の訓練を実施した場合、教育訓練費の一定の割合を法

人税・所得税から税額控除。 

国税庁、国税局（事務所）または税務署の

税務相談窓口 

中小企業庁経営支援課 

TEL:03-3501-1763 

事業承継税制 「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律」による認

定を受けた非上場中小企業の株式等に係る課税価格の8 0%の

相続税を納税猶予。 

国税庁、国税局（事務所）または税務署の

税務相談窓口 

中小企業庁財務課 

TEL:03-3501-5803 

その他の税制措置 少額減価償却資産の取得価額の損金算入、欠損金の繰越控

除制度・繰戻還付、公害防止用設備の特別償却。 

国税庁、国税局（事務所）または税務署の

税務相談窓口
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