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押さえておきたい補助金・助成金のキホン
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　補助金・助成金には大きく分けると事業や研究などに関係するものと、雇用に関係
するものの2種類があります。以下でそれぞれ種類に関して詳しく見ていきましょう。

1）事業・研究に関係する助成金の特徴
　事業・研究に関係する補助金は、新製品の開発や新しい技術の実現、特許の取得
などに対して支援することを目的としています。また研究だけではなく、後ほど紹
介しますが、新規顧客の開拓やマーケティングなどを支援するための補助金もあり
ます。

　補助金の場合、雇用に関係する物の数が多いので、雇用系以外の補助金を無理や
り「事業・研究」の補助金としてくくっている感は否めません。これという特徴を
示すことは難しいのですが、雇用系の補助金と比較した場合、かなり予算が限られ
ているため競争率が高くなる傾向にあることは言えます。

2）雇用に関係する助成金の特徴
　基本的には新規雇用に対する助成金の他にも、就業規則を整えたり、社員育成に
対する制度を整備したりすることで受給することができます。事業・研究に関係す
る助成金とはことなり、一定の条件を満たせばほとんどの場合受け取ることができ
ますので、ぜひ自社にあったものを見つけたいですね。

1-1
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押さえておきたい補助金・助成金のキホン
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3）助成金はいくらもらえるのか？
　助成金には多くの場合、助成金額と助成率が決まっています。例えば、仮に助成
金額が500万円、助成率が1/2だったします。もし助成対象になっている取り組み
にかかった費用が600万円だったとすると、その1/2である300万円が助成金の支
給額になります。また、もし費用が1500万円かかったとすると、助成金の支給額は
1/2の750万円ではなく、助成金額である500万円となり、残りの250万円+750万
円は自己負担となります。

　このように助成金は必ずしもかかった費用の全額が支給され訳ではないことも多
いため、助成金の申請を行う前に必ず助成金額と助成率は確認しておくようにしま
しょう。

1-2
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補助金・助成金を見つける6つの方法
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1）インターネットのデータベースを使って検索する

　助成金の見つけ方には大きくわけてインターネットのデータベースを使って調べ
る方法と、相談窓口を利用する方法の2種類があります。以下で詳しく見ていきま
しょう。

2-1
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中小企業庁が設置する、公的機関の支援情報のポータルサイトです。助成金情報だ
けでなく、経営の悩みに対する先輩経営者や専門家との情報交換の場を提供してい
ます。
参考リンク：ミラサポ

① ミラサポ

独立行政法人の中小企業基盤整備機構が運営するWEBサイトです。「資金調達ナビ」
を使えば、目的や地域ごとに助成金を検索することができます。
参考リンク： J-Net 21 資金調達ナビ

② J-Net 21 資金調達ナビ

公益財団法人 助成財団センターが運営するWEBサイトです。財団法人が公募して
いる助成金に関する情報がキュレーションされています。
参考リンク： JFC

③ JFCWEB
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補助金・助成金を見つける6つの方法

Copyright 2015 © freee K.K

2-2

経営者必見！はじめに読む補助金・助成金ガイド

2）相談窓口を利用する

経済産業省所管の独立行政法人。中小企業施策の総合的な実施機関です。全国９ヶ
所の地域本部の相談窓口では電話やメールでの経営相談も可能です。
参考リンク： 独立行政法人中小企業基盤整備機構

④ 独立行政法人　中小企業基盤整備機構（略称：中小機構）

中小企業の総合的・中核的な支援機関です。経営相談や専門家派遣等に加えて、新
製品・新技術の研究開発、販路開拓や商店街活性化等に対し、各種助成金の交付も行っ
ています。
参考リンク： 公益財団法人東京都中小企業振興公社

⑤ 中小企業振興公社

地域の商工会議所にも、多くの場合相談窓口が設置されています。そちら窓口で資
金調達に関しても相談に乗ってもらうことができますので、ぜひ活用しましょう。
参考リンク：東京商工会議所

⑥ 商工会議所
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　どの助成金に応募するか決めたら、次はいよいよ申請の手続きに入ります。ここ
では手続きを行う際のポイントを簡単にご紹介します。詳しい手続きの方法は助成
金によって異なりますので、必ず個別の要項を確認するようにしましょう。

　公募サイトから申請書をダウンロードします。この際、公募期間が始まっていな
いと申請書をダウンロードすることができない場合が多いのですが、この場合には
昨年度のものを使って書類の作成をはじめてしまうことをおすすめします。

　申請書は特に毎年公募しているようなものであれば大幅に変更される可能性は小
さいため、昨年度のものを使って書類の作成を行っても問題になることはほとんど
ありません。今年度の申請書がダウンロードできるようになったら、去年のものに
記入した内容をコピーしましょう。

補助金・ 助成金の申請、3つのステップ

Copyright 2015 © freee K.K
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1）申請書をダウンロード・記入する

　助成金の種類によっては金融機関などから申請書の確認を行ってもらう必要のあ
るものがあります。申請書の確認には時間がかかるため、そのような確認が必要な
場合には早めに連携機関に相談しておくようにしましょう。

2）連携機関が必要ないか確認する

　作成した申請書類を必要書類と一緒に提出します。提出書類の部数や必要書類が
きちんと揃っているかきちんと確認しましょう。また提出方法に関しても、直接持
ち込みを受け付けている場合と、郵送のみの場合がありますので気をつけてください。

3）申請書類を提出する
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　あなたは、自社の事業計画書を作ったことがありますか？よく、設計図がないと
ころに家は建たないといわれますが、事業についても、計画（目標）がないことには、
結果を受けての検証もできません。しかし、多くの会社は事業計画書を作成してい
ません。

　また、銀行からお金を借りたい、補助金をもらいたいというタイミングで初めて
事業計画書の作成を迫られている方も少なくないのではないでしょうか。ここでは
助成金・創業融資に通りやすい事業計画書に欠かせない4つの要素について解説し
ます。

　銀行からお金を借りる、国や地方公共団体から補助金をもらうということは、事
業の発展を期待して資金を投じてもらうということです。銀行は、貸したお金によっ
て事業が発展し、金利も含めてちゃんと返ってくるか、国は、税金を財源として交
付した補助金を利用してその事業が発展し、結果的に経済の活性化につながるのか
を考えて資金を投じています。そのため、事業計画は、事業が融資や補助金によっ
て発展することが期待できる内容である必要があります。

　それでは、融資や補助金の交付に必要な、事業計画書に欠かせない4つの要素を
次の項目で見ていきましょう。

Copyright 2015 © freee K.K
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1）銀行や自治体を納得させる事業計画書とは

助成金・創業融資に通りやすい事業計画書とは？Column
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2）事業計画書に欠かせない 4つの要素

例えば、後輩のA君とB君が、車を購入するための頭金が足りないのでお金を貸し
てほしいと言ってきたとします。

A君は「先輩、新しい車の頭金、20万円なんですけど貸してくれませんか？今は返
せないですが、車が買えたらちゃんと就職して返しますから」と説明しました。
B君は「先輩、新しい車の頭金、20万円なんですけど貸してくれませんか？今は、
お金が無いのですが、来月から正社員として就職が決まっていて、給料20万円のう
ち毎月2万円ずつ返しますので」と説明しました。

あなたが先輩だったら、どちらにお金を貸しますか？当然、B君ですよね？

これは、B君の方がお金を返す計画に具体性があり、返済してくれる可能性が高い
からです。これは、簡単な例でしたが、実際の事業計画書でも具体性が無くて達成
の可能性が見えないものがたくさんあります。

「我が国の経済状況は○○で、当社も例外無く○○となり、資金調達の必要性がでて
きました。来年は、顧客満足を追求し、○○の売上予算を達成すべく努力する所存で
す…」というような具体性に欠けた内容では、銀行も国も資金を投じる気にはなり
ません。まだ、職にも就いていないA君にお金を貸す気になれないのと理由は同じ
です。

① 計画が具体的で実行可能な事業計画書か

助成金・創業融資に通りやすい事業計画書とは？

Copyright 2015 © freee K.K
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助成金・創業融資に通りやすい事業計画書とは？

では、計画に具体性をもたせて、達成・返済の可能性を高めるにはどうすればいい
のでしょうか。要件を見ていきましょう。

• 数値計画を達成するための具体的な行動計画が記載されているか
• 自社の取り組む課題が明確になっているか
• 自社の強みを踏まえた計画になっているか
• 市場のニーズを満たす計画になっているか
• 行動計画を実行するための資源（ヒト・モノ・カネ・知識・情報・ノウハウ・経験）
    が確保されているか
• 特許や商標、著作権などを侵害していないか
• リスク対策が盛り込まれているか

この中で特に大切なことは「数値目標を達成するための具体的な行動計画」ですので、
この点について補足をしたいと思います。ここでいう「行動計画」の中でも特に「売
上計画（販売計画）」が大切です。なぜなら、事業計画の中でも、売上計画（販売計
画）は、作成する人により大きく異なるからです。

目標の利益を達成するためには、売上を上げるか、経費を下げるかしか方法はあり
ません。後者は経費を使わなければ達成できるので、売上を上げるよりは管理しや
すいと言えるでしょう。しかし、経費削減にはいずれ限界が来てしまい、売上を上
げないことには目標利益が達成できない状況になってしまいます。

多くの場合、売上目標は必要利益から逆算で算出しますが、算出した売上を達成す
るために、どんな行動をするのか（＝行動計画）が明確でない事業計画がとても多
いのです。先ほどのA君の例で言えば、売上目標は「どんな会社に就職して、いく
らの給料をもらうか」ということです。A君はまだ就職が決まっていないので、売
上目標は不確定です。

Copyright 2015 © freee K.K
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助成金・創業融資に通りやすい事業計画書とは？

それでは、売上目標が不確定な状態では、お金を借りることはできないのでしょう
か？

それではA君がこう言ったらどうでしょうか？「先輩、新しい車の頭金、20万円な
んですけど貸してくれませんか？僕、今は職に就いてないですけど、経験があって
一番得意な業界である飲食業の会社30社に、すでにエントリーシートを送りました。
面接の予定も来週から数社入り始めています。そして、いつ面接が入ってもいいよ
うに、向こう1ヶ月の予定はあけてあります。将来は店長になりたいので、面接が
無い日は計数管理を学ぶために簿記の勉強をします。」
冒頭のA君の発言よりは、先輩からお金を借りることができる可能性が上がりそう
ではないですか？

売上の目標を達成するための行動計画を具体的に伝えており、しかも、自分の強み
とする業界に絞り、計数管理の課題が明確になっているため、冒頭のパターンより
も説得力が増しています。

この行動計画にも1つポイントがあります。それは「コントロール可能な行動に
フォーカスする」ということです。

例えば、「営業担当の営業先を再検討し、月3件の新規顧客の拡大を目指します」と
いう計画は「営業先の再検討」という部分がとても曖昧です。

対して、「従来、営業担当が行っていた電話のアポ取りをパート職員が担当すること
とし、営業担当は訪問に専念することで現状1日1件の訪問を、1日2件とします。
現状の営業担当の成約率が○％なので、訪問数が倍増することで月々○件の新規顧
客の獲得を目標とします」という計画であれば、「営業マンの訪問件数」というコン
トロールがある程度可能な事象にフォーカスしているため、行動計画が達成される
可能性も高まります。

このように、事業計画書に欠かせない4要素のうちの1つ目は、計画が達成可能で
あるということであり、具体的には、計画を達成するための行動プランが明確になっ
ているということです。そしてその行動計画は、コントロール可能な行動、つまり、
お客様の行動ではなく自社の行動にフォーカスした計画であることが必要です。
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助成金・創業融資に通りやすい事業計画書とは？

事業計画書で多いのが、書いた人しかわからないような内容になっているものです。
専門用語が用いてある場合や、そもそも文章として伝わりにくいものがあります。
書いてあることがわからなければ、当然、銀行や自治体も資金を投資することがで
きません。そのような事態を防ぐためにも、事業計画書を提出する前に、顧問税理
士などの専門家や、それが無理でもご家族など、第三者に読んでもらうことは必須
です。

以下に、わかりやすい事業計画書のポイントを記載します。

• 適切なサマリーがある
• 適切な長さになっている（場合にもよりますが、15分程度で概要とポイントが
    つかめるくらいの量がベストだと思います）
• 専門用語を極力使わない
• 伝えたいことが主題になっている・伝えるべき内容の比重が適切である（文章量が
多いと印象がいいというのは勘違いです。関係がない内容を長々と書くのは返って
マイナスとなることもあります）
• 補助金などで募集要項がある場合は、その要項に忠実に書かれている
• 必要な内容が網羅されている（後述してある事業計画書に盛り込むべき9項目を
    参照して下さい）

② わかりやすい事業計画書になっている

事業計画書が一番使用されるのは、月次決事業計画書を企業が一番使うときは、い
つでしょうか。借入の申請時や補助金の申請時しか使用しないというのは、事業計
画書の本来の目的とはいえません。

経営計画書を一番使用する時は、月次決算（月々の締め）で経営の振り返りを行う
ときです。事業計画の数値計画や行動計画は、文字通り「計画」なのですから、必
ずしも計画通りいくとは限りません。むしろ、うまくいかないことの方が多いでしょ
う。ですから、「計画」と「実績」の差がなぜ生じたのか、実績は良かったのか悪かっ
たのか、さらに良くしていくにはどうしていけばいいのかを振り返ることが非常に
大切です。

③ チェックに使える事業計画書になっている

Copyright 2015 © freee K.K

経営者必見！はじめに読む補助金・助成金ガイド

Column



13

助成金・創業融資に通りやすい事業計画書とは？

ここでのポイントは、上記の「計画が具体的で実行可能な事業計画書か」で触れた
ものと表裏一体となります。達成可能な事業計画書は、行動計画が具体的です。行
動計画が具体的であれば、その行動が行われたか否かの検証が非常に明快にできま
す。つまり、達成可能である事業計画は、すなわちチェックに使える事業計画とい
うことになります。
チェックをする際は以下の2つの項目に分けてチェックをしていきましょう。

• 行動計画で計画していた行動ができたかどうか
• その行動をした結果、計画通りの成果が出ているか

例えば、行動計画で、「DMを作成し、ポスティングをする」という行動計画があっ
たとします。その場合、チェックする項目としては、

• DMのポスティングは実施できたのか
• 実施をしたならば、予定していた成果（＝反応）が得られたかどうか

という2段階で検証する必要があります。前者ができていない場合と後者ができて
いない場合では、その後の行動が変わってきます。前者ができていない場合は、今
後どのようにマネジメントをしていけば、計画通りにDMをポスティングすること
ができるかを検証する必要がありますし、後者ができていない場合は、DMの内容
を見直す、DMを配るターゲットを変える、ポスティングではなく新聞折り込みに
してみるなどの検証をすることとなります。

事業計画は、計画を実施した後の経営をより良くしていくためにあるといっても過
言ではありません。せっかく立てた事業計画をより活かすためにも、その後のチェッ
クに時間を割いて、次の一手を考えていきたいところです。

また、チェックに使えるということは、対銀行、対自治体の観点からも有利となり
ます。なぜなら、借入れをした銀行には定期的な報告が求められますし、補助金を
もらった場合にも、自治体に対してモニタリングとして補助事業の経過報告をしな
ければならないことが多いからです。チェックに使える事業計画書の作成は、銀行
や自治体の計画のチェックの補助になり、今後もフォローできそうかという可能性
にもつながるのです。
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助成金・創業融資に通りやすい事業計画書とは？

私が事業計画の作成をサポートするとき、「この計画は大成功だ」と感じる瞬間があ
ります。それは、事業計画書を作成している経営者の方が「ワクワクしてきた」と
言うときです。本来、経営者は自ら選んで今の事業をしているはずです。ところが、
お金を貸してもらうために、もしくは補助金をもらうために本来やりたくないこと
まで事業計画書に盛り込んでしまうと、事業計画書が経営者にとって「やりたくな
いことが書いてある、煙たい存在」となってしまいます。

そうなると、銀行や国に提出した事業計画書は、引き出しの中に保管され、二度と
見ることは無い存在になってしまうでしょう。それは、上記の「 チェックに使える
事業計画書になっている」でも記載した通り、本来の求める姿ではありません。
そうならないためには、経営者自身が「ワクワクする」計画でなければいけません。

「経営者がワクワクする計画」とはどういう計画でしょうか。経営者は目標を持って
経営をしているはずです。日々の忙しさに追われて目標を忘れてしまう瞬間もある
と思いますが、「なぜ経営をしているのか？」ということを深堀りしていくと、社会
貢献や対消費者・対従業員への思い、自己実現などの目標が見えてくると思います。
今、作成している事業計画を実践することで、やがてはその目標が達成できるとい
う確信が芽生えたとき、経営者はワクワクするのだと思います。

つまり、経営を通じて、今後、どうしていきたいか（どう思われたいか）の未来像
が明確になり、その未来像へ向かうための「矢印」がこの事業計画だと確信するこ
とが重要です。中には、経費削減やリストラなど、目標を達成するためには、やり
たくないこともやらなければいけないことがあるかもしれません。しかし、それを
乗り越えた先の未来像が明確にイメージできていれば、そこへ向かうまでの道のり
はワクワクするはずです。

ワクワクできないとき、それは、どこへ向かえばいいのか分からないときや向かう
べき先が決まっても、どうやったらそこへ行けるかわからないときだと思います。
何事も目指すべき未来像が明確になったときはすごくやる気が出て、最大限の力が
発揮できるものです。事業計画書も本質はそれと同じではないでようか。ワクワク
する事業計画書を作成するための答えは経営者の中にあるということです。是非、
ワクワクする事業計画書を作ることにチャレンジしてみて下さい。

④「ワクワクする」事業計画書になっている

Copyright 2015 © freee K.K
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Column
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銀行からお金を借りる、自治体から補助金をもらう場面でも、経営者がやる気に満
ちあふれているということは大きなプラス要因となります。それは、事業計画書を
見れば分かってくるものだと思います。

Copyright 2015 © freee K.K

経営者必見！はじめに読む補助金・助成金ガイド

Column

　次に、事業計画書に盛り込むべき項目を解説していきます。抑えるべきポイント
は以下の9つあります。

① 経営理念・ビジョン・目指すべき未来像
② 計画の概要（どういう市場に、どういう製品・サービスを、どのように売るかを
　 軸に簡潔にまとめたもの）
③ 経験・経歴・実績（今後の計画と整合性のあるもの）
④ ターゲット・市場ニーズ
⑤ 製品（商品）・サービスの概要
⑥ 計画を進める上での強み・弱み（ヒト・モノ・カネ・知識・情報・ノウハウ・
　 経験等の経営資源という観点から分析するとよい）
⑦ 競合分析（既存の類似製品・サービスとの違い）
⑧ 行動計画（時系列で記載し、数値計画と連動していること）
⑨ 数値計画（販売計画・利益計画・投資計画など）

3）事業計画書に盛り込むべき 9項目
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Column

　冒頭で多くの会社は事業計画書を作成していないと書きました。つまり、事業計
画書がないのです。ところが、銀行からお金を借りたい、補助金をもらいたいとい
う場合には事業計画書が必要になります。融資や補助金を得るために経営者は、経
理担当者や顧問税理士に事業計画書の作成を頼む場合が多いです。その結果、出来
上がるのは、「事業計画書」ではなく、ただの数字合わせの根拠の無い「売上予想」
です。「計画」と「予想」の違いは、達成しようという意思が入っているかいないかです。

　つまり、「売上予想」には「社長の想い」と「社員がやるべきこと」が入っていな
いのです。

　「現在はこういう売上で、これくらいの利益が出ていて、だから５年後にはこうな
りたいです。そのために、社長は○○をします。社員は○○をします。」一言でいう
と、これが事業計画書となるのです。

　さて、それでは、今まで事業計画書を作ったことがない会社はどうやって事業計
画書を作るのが正しいのでしょうか。それは、「TTP（「徹底的にパクる」と読みます）」
ことです。最初にも書いた通り、多くの会社には事業計画書がありません。何も無
いところからオリジナルで事業計画書を作成しようとすると、あっという間に挫折
をします。まずは、自分が良いと思った事業計画書（インターネットで検索したも
のでも、尊敬する経営者の会社のものでもいいです）を真似て作ってみることです。
そこから書き換えていけばいいのです。書き換えていくことで、ドンドン自社のオ
リジナルな事業計画書になっていきます。大切なのは、とにかく作ってみることです。

4）最後に
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　今回は、銀行から資金を借りたい、自治体から補助金をもらいたいという場面を
想定しています。事業計画書は、経営をする上で事前の計画は必要不可欠のものです。
きっかけは借入や補助金だとしても、結果的に会社のための事業計画になるのであ
れば、非常に良いことだと思います。このコラムが皆様の事業計画を作るきっかけ
づくりに、少しでも役立てていただけたら幸いです。
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1）「創業補助金」とは

　会社の創業当初に多くの経営者が気を使うことは何でしょうか？それは「会社の
資金繰り」です。なぜなら、一般的な商取引では、お金は先に出ていき、後から入っ
てくるものだからです。

　例えば、売上の入金よりも仕入れ代金や給料の支払いは先に行われます。支払い
が出来ない状態になってしまうと企業の倒産に直結しますので、会社の経営者は資
金繰りに気をつかうのです。創業まもない経営者の中で、自己資金だけで事業を成
功させ、会社を大きくする事ができる人は、ほんの一握りと言っていいでしょう。

　そこでここでは、創業時の受け取ることのできる補助金の代表でもある「創業補
助金」の内容と手続きの概要について説明していきたいと思います。

参考リンク：創業・第二創業促進補助金

4-1

経営者必見！はじめに読む補助金・助成金ガイド

「創業補助金」は正式には「創業・第二創業促進補助金」といいます。簡単にいうと、
創業時（第二創業時を含む）に国や地方公共団体からもらえる返済不要のお金のこ
とを指します。

「創業補助金」は申請すれば誰でももらえるお金ではありません。具体的には「審査」
があり、それに合格することで手にすることができます。「創業補助金」の審査では、
様々な書類の提出が求められます。そのなかでも「事業計画」が最も重要な書類です。

① 創業補助金の目的
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創業補助金は「新たに創業（第二創業を含む）を行う者に対して、その創業等に要
する経費の一部を補助することで、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済
を活性化させること」を目的としており、以下の２つが用意されています。

（1）創業促進補助金
新たなニーズを興す創業プランを応援する補助金です。

（2）第二創業促進補助金
家業を活かす第二創業プランを応援する補助金です。創業補助金の補助率と金額は、
創業促進補助金・第二創業促進補助金ともに補助率が２/３、補助金額は100万円以
上～200万円以内と定められています。また、第二創業促進補助金は、既存事業を
廃止する場合、廃止費用として800万円の補助があります。

② 創業補助金には種類が 2つある

創業補助金の対象となる経費は、店舗借入費、設備費、人件費、マーケティング調査費、
広報費、旅費、謝金等（第二創業で既存事業を廃業する場合は、廃業登記や法手続費、
在庫処分費等も含まれる）です。

後述しますが、認定支援機関（税理士、中小企業診断士等）による事業計画実施の
ための経営支援に係る報酬も補助の対象となります。

③ 創業補助金の対象となる経費

　「創業補助金」申請のメリットは、なんと言っても返済がいらないということがま
ず挙げられるでしょう。

　最近では、インターネットを活用したビジネスの増加に伴い、以前よりは、起業
を行う際の開業資金は少なくて済むようになってきたと言われています。しかし、
どのようなビジネスにおいても事業を発展・成長させていくうえでは、当然資金が
必要になってきます。

2）「創業補助金」申請のメリット
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　返済の必要がなく、資金を獲得できる創業補助金は事業の発展・成長において、
非常に役立つものだと言えるのではないでしょうか。一般的な開業準備資金の調達
方法を見てみましょう。

　補助金・助成金以外で返済が不要な資金調達方法は、自己資金や出資などがあり
ますが、出資を受ける場合は、事業で利益が出たとき「配当」などで株主に還元し
なければならないこともあります。

　また、出資者は株主として、持分比率に応じて一定の株主権が会社法上与えられ
ています。出資を受ける場合には、専門家に相談した上で進められることをお勧め
します。

　そう考えると、申請手続きが面倒なことや金額の上限を鑑みても、補助金はしが
らみや返済の必要のない分、メリットが大きい資金調達の方法といえるのではない
でしょうか。



21

創業前に押さえるべき創業補助金の申請まとめ

Copyright 2015 © freee K.K

4-4

経営者必見！はじめに読む補助金・助成金ガイド

3）創業補助金の交付までの申請手続き一覧と申請方法まとめ

「認定支援機関」とは正式には「経営革新等支援機関」といい、税理士や中小企業診
断士、金融機関などの専門家で、中小企業の相談相手として国から認定された会社
や個人のことです。今回の「創業補助金」に限らず、多くの補助金は認定支援機関
と一緒に取り組むことが条件とされています。

認定機関については、以下のサイトで確認できます。
参考リンク：経営革新等支援機関一覧（中小企業庁）

多くの認定支援機関は、補助金の手続きの流れや必要書類についての理解を持って
いるため、不明な点は遠慮なくどんどん質問してもよいでしょう。

① 認定支援機関と一緒に「事業計画書」をつくる

申請書類の一つとして「認定支援機関支援確認書」があります。これは、認定支援
機関が事業計画の策定支援を行ったことや、その実行支援を行うことなどについて
認定支援機関が確認したことを証明する書類です。

これには、認定支援機関と連携する金融機関（担当者）の押印も必要となり、認定
支援機関と連携する金融機関との間で締結している覚書等の写しも必要となります。

② 認定支援機関および金融機関から押印をもらう
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創業補助金を申請に必要な書類は、以下のとおりです。

上記のほかに、個人、法人（会社）それぞれで必要な書類（印鑑証明や登記簿謄本、
決算書など）が定められていますのでご注意ください。

申請書類は、期限までに事業を実施する場所を管轄している地域事務局に提出しな
ければなりません。

現在は、電子申請も可能となっております。電子申請では、手間の省略や、形式的
な不備の防止というメリットがあります。電子申請で手続きをしたいのであれば「ミ
ラサポ」のサイトで企業IDを取得することが必要です。

創業補助金電子申請（中小企業庁）

③ 必要書類一式をそろえて各都道府県の事務局に申請する。
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選考は、資格要件等及び事業内容等の審査により行われます。ここでは、補助対象
者に属するかどうかの「資格審査」とそれを通過した事業者を対象とした外部専門
家による「書面審査」の二段階で審査が行われます。

また、アベノミクスの取り組みの一環として、平成25年6月に公布された「小規模
企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律（小
規模企業活性化法）」を受け、これから創業する女性や若者に対しては一定の配慮が
行われます。

④ 選考（審査）

4）補助金が採択されてからの流れ

審査の結果は、中小企業庁や事務局のホームページにおいて公表されます。また、
応募者全員に対し、事務局から文書による採否結果の通知が届きます。

採択された場合、法人名・代表者名（屋号、個人名）、採択テーマ名、採択テーマの
概要などが外部に公表されます。また、認定支援機関名、認定支援機関と連携した
金融機関名についても同様に公表されます。

①「採択通知」をうけとる

採択の通知の確認をしたら、補助金交付申請書の提出等、補助金の交付に係る必要
な手続きを行います。

補助金の交付予定額や補助事業期間については、事務局が申請書の内容を精査し、
交付決定通知書により正式に決定、通知されます。

交付決定通知書に記載された補助金交付決定額は、応募時の希望額より減額される
場合があります。

② 交付申請を行い、実際に補助金を受け取る
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補助事業の完了後、30日以内に完了報告書を提出する必要があります。完了報告書
をもとに事業内容の検査と経費内容の確認が行われ、交付すべき補助金の額を確定
した後、精算払いが行われます。

補助金の交付には、完了報告書の提出後2～3ヶ月程度の期間が必要です。補助金
は経理上、交付を受けた事業年度の収益（法人税等の課税対象）として計上してく
ださい。

③ 実施した事業内容やかかった経費を報告する

5）補助金を交付されたあとの事後報告

「創業」で交付決定を受けた方は開業又は法人設立後に、「第二創業」で交付決定を
受けた方は事業承継完了後に、事務局に速やかに所定の届出を行ってください。

① 個人開業、法人設立及び事業承継完了の報告

交付決定を受けた後、事業の経費の配分・内容を変更する場合や、事業を廃止する
場合等には、事務局の承認を受けなければなりません。

② 補助事業の計画内容や経費の配分変更等がある場合

補助事業期間中は、事業の遂行状況を事務局が確認します。事務局が指示する日（「遂
行状況報告日」といいます）までの遂行状況を、30日以内に報告書を事務局へ提出
します。

③ 遂行状況調査及び報告

補助事業完了後5年間は当該事業の事業化状況、事業に対する収益状況の報告をし
ます。資料にて一定以上の収益が認められた場合には、事務局に報告し、交付した
補助金の額を上限として収益の一部を納付しなければならない場合があります。

④ 事業化状況報告・収益状況報告

　補助金を交付されたら、数年間に渡り、交付された補助金の報告を行わなければ
ならない場合があります。以下では、補助金交付後の報告について見ていきましょう。
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創業補助金申請の受付期間は、毎年約1ヶ月の範囲で定められています。事業計画
書の作成など、申請手続きに必要な書類を整えるためにも、認定支援機関や関係者
との連携をなるベく早めに行いましょう。

② 申請受付期間

経費の補助を受ける経費は、3つの条件をすべて満たさなければなりません。

1.  使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
2.  交付決定日以降の契約により発生した経費
3.  証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費

したがって、事前に補助を受けることが可能な経費かどうかを確認しておくことが
重要になります。また、契約書、請求書や領収書などの証跡もきちんと保管をして
おくように注意しましょう。

③ 補助の対象となる経費

「創業補助金」は、補助対象と認められた経費の2/3以内の交付となるだけでなく、
交付日は、完了報告書提出の日から概ね2～3か月後となります。そのため、補助
金が交付されるまでの「つなぎ融資」についても考慮する必要があります。金融機
関や取引先ともできるだけ早く十分相談した上で、自社の資金繰り計画を立ててお
きましょう。

④ 補助金交付までの資金繰り

6）「創業補助金」の注意点まとめ

平成27年度予算における創業補助金は、産業競争力強化法に基づく認定市区町村（第
5回認定に向けて申請している市区町村を含む）での創業のみが対象となりますの
でご注意ください。
事前に創業補助金の対象となるかどうかを確認し、申請準備を進めましょう。自社
の創業地域が対象の範囲であるかどうかは、こちらを参照して確認してください。

① 創業補助金の対象となるかどうかの確認

　創業補助金」は、将来返済の必要のないお金とメリットを説明しましたが、以下
の点で注意が必要です。
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創業前に押さえるべき創業補助金の申請まとめ

Copyright 2015 © freee K.K

4-9

経営者必見！はじめに読む補助金・助成金ガイド

事業の競合となる企業との比較表を作成し、優れている点やお客様や市場に対して
の付加価値を整理して事業計画に落とし込みましょう。

• 事業の独創性

会社創業時は「夢を見がち」になってしまい、無理がある計画を立ててしまうもの
です。自分自身が考える商品やサービスのマーケットへの訴求力、それを実現する
ための方法や人員確保の目途が立っているかなどについて考えてみましょう。

また、実現をするために考えられる阻害要因や問題・課題を整理し、その問題が発
生した場合にはどのように対応するか考えた上で事業計画に落とし込むといいで
しょう。

• 事業の実現可能性

7）事業計画書作成の勘所
　では、最後に採択される「事業計画書」を作成するための勘所を説明していきた
いと思います。審査における、主な着眼点は以下のとおりです。

1.  事業の独創性
2.  事業の実現可能性
3.  事業の収益性
4.  事業の継続性
5.  資金調達の見込み
6.  認定支援機関による支援の確実性

　特に1～4は、事業計画に必ず盛り込まれていなければならない内容です。会社
を設立し事業運営を行っていく上では考えておかなければならない項目だと言える
でしょう。
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競合企業との価格比較や想定される原価、顧客や商品別（セグメント別）の売上高・
件数などを想定し、3年程度の売上計画を立てると収支の見通しが立てやすくなり
ます。

売上計画に対応する原価や販売管理費などの経費についても、可能であればセグメ
ント別で3年分作成しましょう。

• 事業の収益性

収益計画をベースにして利益計画を立てましょう。ここでも、自身が考える上手く
いくケース（ベストシナリオ）とうまくいかないケース（バッドシナリオ）の2パター
ンの計画を策定してください。たとえバッドシナリオの場合でも収益を確保できる
ような計画を作成しておく方がよいでしょう。どのような場合にバットケースにな
るかも同時に考えておく必要があります。

ここまで挙げた内容を整理できれば、事業計画書はおのずと作成できると思います。

• 事業の継続性

私自身が申請書類を作成する上で重要と考えるポイントを5点あげたいと思います。

1.  事業計画のシナリオ（ストーリー）が矛盾を起こしていないか
2.  何故その事業を始めようと思ったのか
3.  これまでの経験が活かせるか、それが事業の独自性や強みになるか
4.  主要なターゲット顧客に事業がマッチしているか
5.  事業計画の実現において、上記の質問に対する回答が活かせるか

事業計画は論理的でなければなりません。明らかに矛盾を起こしているような事業
計画になっていないか必ず確認するようにしましょう。

• 事業計画書作成のポイント
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8）まとめ
　いかがでしたでしょうか。「創業補助金」は会社の資金繰りに役に立つことがお分
かりいただけたのではないでしょうか？

　仮に創業補助金が採択されないとしても、事業計画を作成して、自社分析をした
ことは、その後の会社運営を行っていく上で決して無駄になるものではないと思い
ます。是非とも積極的に事業計画を作成し、補助金の申請を行いましょう。

　また、創業補助金以外にも創業時の会社や中小企業を対象とした補助金や助成金
はたくさんあります。日頃から、税理士や中小企業診断士などの専門家から情報収
集を行い、情報を集めておくといいでしょう。

創業前に押さえるべき創業補助金の申請まとめ

Copyright 2015 © freee K.K
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経営者必見！はじめに読む補助金・助成金ガイド
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　ここでは、雇用に関係する補助金・助成金の中から10種を紹介します。助成金の
数は多いため、ぜひ2章で紹介した方法でご自身でも貴社にあった助成金を探して
みてください。

5-1

経営者必見！はじめに読む補助金・助成金ガイド

ハローワーク等の紹介から一定期間人を雇用した場合に受け取ることができる助成
金です。原則3ヶ月以上雇用することや、週の所定労働時間が30時間を下回らない
ことなど要件がありますので、詳細はハローワークに問い合わせましょう。

助成期間: 雇い入れの日から1か月単位で最長3か月間　　
助成額: 対象者1人当たり、月額4万円（最大3か月、12万円）

① トライアル雇用奨励金

雇用が不足している地域で事業を開始し、地元の人を雇い入れることで受け取るこ
とが助成金。対象地域に関しては以下のリストをご確認ください。特に都心ではなく、
地方で起業していることを検討している方は要チェックです。

対象地域： 同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域 （厚生労働省） 
助成期間：1年毎に最大3回まで
助成額：50万から800万まで

② 地域雇用開発奨励金

事業の拡張に欠かせない人材採用についての助成金です。非正規雇用の労働者の社
員を無期・正規に転換するキャリアアップ等の取組みに対して助成が受けられます。
その他の雇用に関する助成金も多くあります。

③ キャリアアップ助成金

従業員の教育訓練・職業能力評価制度を導入することで受け取ることができる助成
金です。従業員の教育に力を入れる企業はぜひ活用したいですね。

④ 企業内人材育成推進助成金

従業員に対して教育訓練を行った場合、かかった経費と賃金にたいして支給される
助成金。数あるコースの中でも「若年人材育成コース」が利用される場合が多いよ
うです。

⑤ キャリア形成促進助成金



30

雇用に関係する補助金・助成金10選

Copyright 2015 © freee K.K

5-2

経営者必見！はじめに読む補助金・助成金ガイド

雇用調整助成金は景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業
活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整（休業、教育訓練または
出向）を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に支給されます。

休業、教育訓練、出向の3種類のうちどれかを選択することができます

⑥ 雇用調整助成金

両立支援等助成金は従業員が家庭と仕事を両立できるような環境を整備することを
企業に奨励するための助成金です。企業内の保育所設置などはもちろんのこと、育
休復帰のサポートなどの整備なども助成対象になります。

⑦ 両立支援等助成金

主に健康、環境、農林漁業分野等の事業を営む中小企業が評価制度や研修体系制度、
健康づくり制度などを整備することで受け取る事ができる助成金です。

⑧ 職場定着支援助成金

高年齢者の雇用を促進のための雇用環境整備を行う企業に対して助成するものであ
り、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。高年齢者の雇用を拡大
するような制度を整備したり、定年を引き上げたりすることによって受給すること
ができます。

⑨ 高年齢者雇用安定助成金

労働時間の短縮により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進を図る中
小企業に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。 外部専門家の依
頼費用や、労務管理用のソフトの導入などの費用が助成対象となります。

⑩ 職場意識改善助成金
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経営者必見！はじめに読む補助金・助成金ガイド

平成25年度補正予算より開始された、創業補助金。平成27年度分からは産業競争
力強化法に基づく認定市区町村での創業のみが対象となっているので要注意です。
（認定市町村以外の住所からは申請ができません）。詳細は前章で解説しています。

① 創業・第二創業促進事業

中小企業の販路開拓（ホームページの製作費用なども対象）等の取り組みや、雇用
の増加、従業員の待遇改善を支援する助成金。管轄は日本商工会議所。申請にあたっ
ては商工会・商工会議所に事業支援計画書の作成・交付を依頼する必要があります
ので、事前に予約をして提出を行わなければならない点、準備期間に要注意です。

② 小規模事業者持続化補助金

国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支
援機関と連携して、革新的な設備投資やサービス開発・試作品の開発を行う中小企
業を支援するための助成金です。

③ ものづくり補助金

海外市場に活路を見出そうとする中小企業・小規模事業者の海外展開に向けた戦略
策定や販路開拓につなげるため、F/S（実現可能性調査）支援に加え、Webサイトの
外国語化、物流体制の構築等を支援するための助成金です。

④ 海外ビジネス戦略推進支援事業

地域に根ざした中堅・中小企業が新事業を展開する際の実現可能性調査を支援する
ことで、地域の中堅・中小企業の成長及び地域の戦略産業の創出・育成を促すとと
もに、地域における産業集積を推進し、地域経済を活性化させることを目的とした
助成金です。

⑤ 地域イノベーション協創プログラム補助金

農林漁業者と異業種の事業者間の連携により、市場ニーズに即した新商品や新たな
サービスを創出するための事業化可能性調査の実施を支援するための助成金です。

⑥ 6 次産業化・新産業創出促進事業

中小企業等の戦略的な海外展開を促進するため、中小企業が海外での知的財産権の
取得にあたり、大きな負担となっている外国出願費用を一部助成することを目的と
した助成金です。

⑦ 外国出願補助金
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少子・高齢化や外国人への対応、創業支援など、社会構造の変化の中で商店街が中
長期的に発展していくための取組を支援することを目的とした助成金です。

⑧ 商店街支援補助金

産・学・金・官の連携のもと、地域の資源と地域の資金を活用して、事業を起こし、
雇用を創出する地域の取組を支援することで、地域経済の好循環実現を図ることを
目的とした助成金です。

⑨ 地域経済循環創造事業交付金

親事業者の生産拠点が閉鎖された（予定も含む）地域の下請事業者が行う、新分野
進出等による取引先の多様化のための設備導入・展示会出展等の費用にたいして支
給される助成金です。

⑩ 新分野需要開拓補助金



33Copyright 2015 © freee K.K

　新設法人にぴったりなクラウド型の会計ソフト。
月額1,980 円で、日々の経理から決算書の作成ま
で行えます。
　また、請求書の発行や売掛金の管理も行えるの
で、バックオフィス業務全体を楽にして、本業に
集中する環境を作ることができます。

こちらから今すぐ無料お試しいただけます。

クラウド会計ソフト freee

クラウド給与計算ソフトfreee

会社を設立したら、社会保険料や税金の計算が
待っています。
クラウド型の給与計算ソフトfreee なら、毎月の
給与明細の発行はもちろん、年末調整や勤怠管理
にも対応。
freee が面倒な給与計算業務をカンタンにします。

こちらから今すぐ無料お試しいただけます。

経営者必見！はじめに読む補助金・助成金ガイド
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※当ガイドは信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、
　完全性を保証するものではありません。ご了承ください。

スモールビジネスに携わるすべての人が、
創造的な活動にフォーカスできるよう
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