NGO・NPO向け融資（信用金庫）
金融機関名等

連絡先

ローン名

地域

ホームページ

http://www.oshimashinkin.jp/item02/4_inde
x_msg.html

山形県から特定非営利活動法人の法人認
証を受け、主たる事務所の所在地が当庫 設立後の活動資金・設備資金
営業エリアにある団体。

1法人300万円以内

http://www.shinjosk.co.jp
/main/menu-02/menu02-00.html

宮城

特定非営利活動法人
＊ 原則として任意団体を含め1年以上の 運転資金および設備資金
活動経験がある先

無担保：300万円以内
http://www.shinjosk.co.jp
有担保：原則として、当金庫
/main/menu-02/menu担保評価の範囲内で1,000万
02-00-html
円以内

福島

① 新たに事業を立ち上げようとしている個
人及び法人
創業および第２創業に必要とする運転資
(ＮＰＯ法人を含む)
金又は設備資金
② 開業後１年以内の個人及び法人(ＮＰＯ
法人を含む)

５００万円以内

①社会福祉活動（介護・高齢者）
②教育活動（フリースクール等）
③環境問題への取組
④まちづくり（空店舗活用事業等）
⑤災害、安全への取組（防犯・防災）
⑥文化・芸術・スポーツ事業
⑦サポート事業（地域ポータルサイト）

1,000万円以内
位）

新庄信用金庫

融資部：0233-22しんきんＮＰＯローン 山形
4222

経営企画部経営企
須賀川信用金庫 画課:
新事業育成資金
0248-75-3176

金額

地球環境基金

2，000万円以内

審査部：01374-2- ベンチャー企業支
2024
援資金（ＫＩＴＡＩ）

NPO支援ローン

資金使途

当金庫の営業区域内で新たに創業を計画
している事業者
（原則として、新規事業で、若手経営者の
北海道
創業に必要な運転資金及び設備資金
人材育成や地域経済への貢献が認められ
る法人、個人。のれん分け、ＮＰＯ法人
等。）

渡島信用金庫

融資部審査課：
気仙沼信用金庫
0226-22-5896

対象団体

平成29年8月

http://www.sushin.co.jp/
business_loan.html

福島信用金庫

024-528-1860

ふくしんNPO等
地域活性化ローン

福島

特定非営利活動法人の法人認証を受けた
NPO法人、社会福祉法人、中間法人及び
企業組合等の団体及び個人で、主たる事
務所が当金庫の営業区域内にあり、コミュ
ニティビジネスを行うもの。

水戸信用金庫

営業統括部：029- NPO事業サポート
222-3313
ローン

茨城

NPO向け

NPO向け運転資金に。

500万円

佐野信用金庫

営業推進部：0283- さのしんNPOサポー
栃木
22-3379
トプラン

NPO法人資格取得

運転資金および設備資金

有担保：5,000万円以内
http://www.sanoshin.co.j
無担保：7年(運転）、15年（設
p/financings/bzf_stl.html
備）

営業店支援部:
042-526-7725

当金庫営業地区内（多摩地区およびその
周辺）にて事業を行う特定非営利法人で
地域性・社会性があり、安定した事業収入 運転資金または設備資金
がある（もしくは今後事業収入が見込める）
方

多摩信用金庫

たましんＮＰＯ事業
支援ローン

東京

（１万円単

500万円以内（10万円単位）
[限度額を超える場合にも別
途対応可能]

http://www.shinkin.co.jp
/fshinkin/img/event/npo
-roan.pdf

http://www.mitoshin.co.j
p/syohin/loan/yuushi_j.h
tml#Anchor482921

http://www.tamashin.jp

NGO・NPO向け融資（信用金庫）
金融機関名等

連絡先

ローン名

地域

対象団体

資金使途

● NPO法人支援資金
（「特定非営利活動法人」設立後の活動資
金、設備資金）
● 認証保育所支援資金
（「認定保育所」の開設資金、設備資金、
または経営に必要な資金）
● 医療関連支援資金
（医療関連施設の設置、整備、または経営
に必要な資金）
● コミュニティビジネスの創出資金、充実
資金
（介護施設・老人ホーム等の社会福祉事
業施設、太陽光・リサイクル・エコカー等の
環境保全関連事業など）

平成29年8月
金額

地球環境基金
ホームページ

西武信用金庫

業務推進企画部:
03-3384-6111

西武コミュニティロー
東京
ン

下記の条件のいずれかを満たす方。
● 国や自治体等から「特定非営利活動法
人」の法人認証を受け、かつ主たる事務所
の所在地が当金庫の営業地区内にある団
体の方
● 国や自治体等から「認証保育所」の認
証を受け、かつ認証保育所の所在地が当
金庫の営業地区内にある事業者の方
● 医療関連施設の所在地が当金庫の営
業地区内にある医療法人、社会福祉法
人、事業者等の方
● 主たる事務所の所在地が当金庫の営
業地区内にあり、コミュニティビジネスを創
出、充実させる事業者の方

上田信用金庫

業務部業務推進
課:
0268-22-6260

上田しんきんＮＰＯ
ローン

特定非営利活動促進法に基づく認証を受
け登録されているＮＰＯ法人がご利用いた 運転資金及び設備資金
だけます。

５００万円以内

http://www.uedashinkin.jp/recommend/19827.html

北陸信用金庫

076-233-1188

NPO活動支援資金 石川

石川県から特定非営利活動法人の認証を
受け活動されている団体を対象としたロー 運転資金、設備資金
ンです。

300万円 期間：手形貸付：1
年以内証書貸付：5年以内

http://www.hokurikushin
kin.co.jp/

岐阜信用金庫

業務部推進部：
058-266-2271

ぎふしんＮＰＯ法人
岐阜
支援ローン

特定非営利活動組織の法人格を取得した
団体（ＮＰＯ法人）で、当金庫の営業区域 事業資金
内に事務所を有する団体

３００万円以内

http://www.gifushin.com
/company/loan/npo/ind
ex.html

東濃信用金庫

営業統括部：0572- とうしんＮＰＯ応援
25-2120
ローン

営業推進部:0772京都北都信用金
ほくとＮＰＯ事業支
22-5121
庫
援ローン

長野

岐阜・愛 当金庫の営業地区内において、事務所を
知の一 有する特定非営利活動組織で法人格を有 運転資金および設備資金
部
する団体

京都

● 無担保： 1,000万円以内
（1万円単位）
http://www.seibushinkin.
※ 助成金がある場合は、助
jp/finance/community.ht
成金の範囲内
m
● 有担保： 当金庫担保評価
の範囲内

http://www.shinkin.co.jp
１０万円以上３００万円以内（１
/tono/hojin/pdf/npo_oue
０万円単位）
n_loan.pdf

・次の条件を満たすＮＰＯ法人
①安定した事業収入があること、またはそ
の見込みがあること
ＮＰＯ法人設立後の運転資金または設備
１法人３００万円以内
②当金庫の定める融資基準を満たしてい 資金
ること
③当金庫の会員資格があること

http://www.hokutoshinkin.co.jp/

NGO・NPO向け融資（信用金庫）
金融機関名等

連絡先

ローン名

奈良中央信用金 地域創生推進室： ちゅうしんNPOロー
庫
0744-33-3314(代) ン

永和信用金庫

業務部:
06-6633-1184

えいわNPOローン

公務・地域サービス きのくにNPO支援
きのくに信用金庫
室：073-432-5000 ローン

大分みらい信用
金庫

地域

奈良

大阪

対象団体

資金使途

金額

地球環境基金
ホームページ

主たる事務所の所在地が当金庫の営業エ
http://www.narachuo「特定非営利活動法人」設立後の活動資 １法人あたり最高３００万円以
リアにある団体。 ※奈良ＮＰＯセンターの
shinkinbank.co.jp/npolor
金、設備資金
内
推薦状が必要となる場合がございます。
n.html
大阪府又は内閣府から「特定非営利活動
法人（NPO）」の法人認証を受け、かつ主
たる事務所の所在地が当金庫本支店の営 設備資金や運転資金
業エリアにある団体

和歌山県・大阪府又は内閣府から特定非
営利活動法人（NPO法人）として認証を受
和歌山
運転資金、設備資金
け、かつ主たる事務所の所在地が当金庫
の営業エリアにある団体

営業推進部：0977創業サポートローン 大分
22-1184

平成29年8月

当金庫の営業地区内に居住または勤務さ
れる方で以下のいずれかの条件を満たす
法人または個人のお客さま
●１年以内に新たに事業を開始できる計
画を有する個人または少人数グループ
創業または新規事業の開発もしくは拡張
●１年以内に法人を設立し、その法人が事 に必要な設備資金及び運転資金
業を開始できる計画を有する方
●事業を開始して５年以内の個人事業
主、法人、NPO 法人、少人数グループ
●「みらい創業塾ＳＴＥＰ２」の卒業生

最高 300万円

http://www.eiwashinkin.co.jp/info/index.
html

３００万円以内

http://www.kinokunishinkin.jp/business/npo/
index.html

１，０００万円以内

http://www.oitamirai.co.j
p/kariru/other/sougyou.
pdf

