
創業支援施策の体系と

創業支援事業利用上の留意点

平成２７年７月８日

中小企業診断士

磯村 幸一郎
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経営法務研究会２７年７月例会資料



本日のお話の内容

第１章 国の創業支援施策の全体像

第２章 産業競争力強化法に基づく創業支援の概要

第３章 創業補助金（創業・第二創業促進補助金）の概要

第４章 創業スクールの概要
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第１章

国の創業支援施策の全体像
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国の創業支援は大きく分けて４つある。

１ よろず支援拠点

２ 産業競争力強化法に基づく創業支援

（１）「創業支援事業者」向けの支援措置

（２）「特定創業支援事業を受けた創業者」向け

の支援措置

３ 創業補助金(創業・第二創業促進補助金）

４ 地域創業促進支援事業(創業スクール）
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国の創業支援施策の全体像



１ よろず支援拠点とは

よろず支援拠点は、国が全国（都道府県４７カ所）に設置する経営

相談所である。中小企業・小規模事業者（創業準備者を含む）の売

上拡大、経営改善など、経営上のあらゆる悩みの相談（相談無料）

に応じる。

２ 平成２６年６月に４０拠点開設。残り７拠点も開設済み。

３ ポイント

①総合的・先進的アドバイス ②支援チーム等の編成支援

③ワンストップサービス

４ よろず支援拠点の全国本部は（独法）中小企業基盤整備機構
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よろず支援拠点とは



6

よろず支援拠点の支援体制

創業支援施策



第２章

産業競争力強化法に基づく

創業支援の概要
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１．対象・要件
産業競争力強化法*1に基づく認定を受けた創業支援事業計画*2に従

い､市区町村と連携して創業支援に取り組む創業支援事業者のうち法人格

を有する者。
＊１ 平成２５年１２月４日成立、平成２６年１月２０日施行

＊２ 「創業に係わる用語の定義・意味(その３)」（スライド番号３９）参照

なお、同一の認定創業支援事業計画のなかで複数の創業支援者がそれぞ

れ事業を実施する場合は、創業支援者のうち１者を代表者として定めた上で、

１つの補助事業計画として、代表者が申請するとともに、代表者に補助金を

交付する。
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産業競争力強化法に基づく創業支援

「創業支援事業者」向けの支援措置（その１）



２．支援内容

（１）創業支援事業者補助金

経営指導、ビジネススキル研修、経営力向上セミナー、コワーキング事業など
創業支援事業に必要な経費の一部を補助する。

補助率：補助対象経費の２/３以内

補助金額：１,０００万円以内(下限１００万円）
補助対象経費：人件費、専門家謝金、旅費、設備費(単価５０万円未満)、広

報費、外注費等

（２）信用保証の特例

創業支援事業者のうち、ＮＰＯ法人､一般社団法人に対して､信用保証協会
が８,０００万円までの無担保の信用保証を実施する。
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産業競争力強化法に基づく創業支援

「創業支援事業者」向けの支援措置（その２）



１．対象・要件
産業競争力強化法にもとづく特定創業支援事業＊を受けた創業者
＊「創業支援スキーム」(スライド番号１１）、「創業に係わる用語の定義・意味（その３）」（スライド番号３９）

の解説参照

２．支援内容
（１）登録免許税の軽減

特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が､株式会社を設立

する際､登記にかかる登録免許税が軽減（資本金の０．７％→０．３５％）される

(最低税額の場合は１５万円→７．５万円に軽減される）

（２）創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が､１,０００万円→１,５００

万円に拡充される｡また、事業開始６ヶ月前(従来は２ヶ月前)から利用の対象になる。
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産業競争力強化法に基づく創業支援

「特定創業支援事業を受けた創業者」
向けの支援措置
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産業競争力強化法における地域における
創業支援スキーム

出所：中小企業庁
平成２６年１月

産業競争力強化法に基づく創業支援



創業支援事業計画の概要
１．市区町村が創業支援事業者と連携して策定する「創業支援事業計画」は、

平成27年５月末現在、５４７件（６０６市区町村）が認定されている。

２．平成25年12月4日に成立した「産業競争力強化法」において、 市区町村が
民間の創業支援事業者（地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等）

と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業等
の創業支援を実施する「創業支援事業計画」（最長5年間）について、国が認定する

こととしている。

３．「国から認定を受けた創業支援事業計画」のひながたについては品川区､横浜市の
「創業支援事業計画」(スライド番号１５～１８）参照
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産業競争力強化法に基づく創業支援

創業支援事業計画の概要
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産業競争力強化法に基づく創業支援

「創業支援事業計画」認定市町村一覧
(第１回~第４回）

(注)関東圏のみ抽出しております。
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創業支援事業計画」認定市町村
（第５回）

(注)関東圏のみ抽出しております。

第５回（２７年５月）認定自治体２７４計画、３０４市区町村（４３都道府県）
第１回～第５回認定自治体５４７計画､６０５市区町村（４５都道府県）

本年度(２７年度）より補助金申請の対象は「創業支援事業画」

認定市区町村で創業のみが対象となった

産業競争力強化法に基づく創業支援
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品川区創業事業計画概要（その１）

産業競争力強化法に基づく創業支援
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品川区創業事業計画概要（その２）

産業競争力強化法に基づく創業支援
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横浜市の創業支援事業計画（その１）
産業競争力強化法に基づく創業支援
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横浜市の創業支援事業計画（その２）

産業競争力強化法に基づく創業支援
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産業競争力強化法に基づく創業支援

「創業支援事業計画」認定市区町村の
認定連携創業支援事業者

「創業支援事業計画」認定市区町村の認定連携創業支援事業者例「創業支援事業計画」認定市区町村の認定連携創業支援事業者例「創業支援事業計画」認定市区町村の認定連携創業支援事業者例「創業支援事業計画」認定市区町村の認定連携創業支援事業者例

創業支援
者件数
(件）

創業者数
(件）

東京都品川区 (一財）品川ビジネスクラブ 800 165 －

東京都大田区 （公財）大田区産業振興協会 430 70
大田区：創業者支援総合窓口の設置、　産
業振興協会：インキュベーションマネー
ジャーによる創業者支援の実施

東京都文京区 － － － －

東京都杉並区
東京商工会議所（杉並支部　）､西
武信金

－ － －

神奈川県横浜市
（公財）横浜企業経営財団、（公財）
神奈川産業振興センター、横浜商
工会議所ほか

－ － －

神奈川県川崎市
（公財）川崎産業振興財団､川崎商
工会議所ほか

－ － －

神奈川県藤沢市
藤沢商工会議所、（公財）湘南産業
振興財団

－ －

①藤沢商工会議所：湘南創業塾事業、②
湘南産業振興財団：湘南ビジネスコンテス
ト事業、湘南藤沢インキュベーションセン
ター運営事業､③藤沢市：慶應藤沢イノベー
ションビレッジ支援事業

神奈川県鎌倉市 鎌倉商工会議所、湘南信用金庫 98 26 －

年間目標数

特定創業支援事業市区町村名 認定連携創業支援事業者



第３章

創業補助金（創業・第二創業

促進補助金）の概要
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１対象・要件

（１）対象

①（創業）これから創業する者であって､個人開業又は会社・企業
組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行う者(平成２７

年３月２日以降に個人開業又は上記の法人設立した者を含む）

②（第二創業）既に事業を営んでいる中小企業者か個人事業主又は

会社・特定非営利活動法人において後継者が先代から事業を引き

継いだ場合業態転換や新事業新分野に進出する者
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創業補助金(創業促進補助金）（その１）



（２）要件
①事業の独創性・事業の実現可能性や収益性、継続性及び資金調達

が見込めるもの

②認定支援機関による事業計画の策定から事業実施期間中の支援、事

業修了後のフォローアップが十分期待できること

２支援内容
補助率：補助対象経費の２/３以内

補助金額：１００万円以上～２００万円以内

対象経費

①人件費

②事業費ⅰ起業・創業に必要な官公庁への書類作成等に係る経費ⅱ店

舗等借入費ⅲ設備費ⅳ原材料費(試供品・サンプル品）ⅴ知的財産権

等関連経費ⅵ謝金ⅶ旅費ⅷマーケティング調査費ⅸ広報費ⅹ外注費

③委託費

④その他 22

創業補助金(創業促進補助金）（その２）



３．注意点
（１）認定支援機関たる金融機関または金融機関と連携した認定 支援機関に、事業計

画の実効性等が確認されていること(補助金の申請には金融機関の確認印が必要)

（２）平成27年３月２日以降に個人開業または会社・企業組合・協業組合・特定非営利

活動法人設立を行ったものが対象。

（３）第二創業は、事業継承により後継者が業態転換や新事業・新分野に進出する場

合が対象となる。

（４）創業・第二創業者向けの補助金(２７年度予算）では、創業支援事業計画の認定

を受けた市町村）での創業が、補助金申請の対象となる。

（５）創業予定地の認定市町村の認定連携支援事業者の支援を受けた場合、及び創

業予定地の認定市町村で実施される特定創業支援事業を受けた場合、補助金

審査で加点される(平成２６年度補正予算事業、平成２７年度予算事業）。
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創業補助金(創業促進補助金）（その３）
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平成２６年度補正予算・２７年度予算

創業補助金の公募スケジュール

平成26年度補正予算・２７年度(当初)予算事業　創業補助金の公募スケジュール平成26年度補正予算・２７年度(当初)予算事業　創業補助金の公募スケジュール平成26年度補正予算・２７年度(当初)予算事業　創業補助金の公募スケジュール平成26年度補正予算・２７年度(当初)予算事業　創業補助金の公募スケジュール 平成２７年５月３日現在

平成２６年度補正予算 平成２７年度当初予算
平成２６年度補正
予算

平成２７年度当初
予算

平成２６年度補正
予算

平成２７年度当初
予算

創業者向け 公募終了
創業者公募４／１３
～５／８

公募終了（３／２～
３／３１）

創業者公募予定４
／１３～５／８

第二創業者向け 公募終了
第二創業者公募４
／１３～５／２０

公募終了（３／２～
３／３１）

第二創業者公募４
／１３～５／２０

創業支援事業者向
け

創業支援者公募３
／６～５／８　第１
次締め切り公募終
了、第２次締め切り
５／８

－

創業支援者公募３
／６～５／８　第１
次締め切り（４／３）
公募終了、第２次
締め切り５／８

－

中小企業庁創業・新事業
促進課

地域創業促進支援事業
管理事務局(パソナ）０３
－６２６２－３７８１

起業家教育事業 －
実施機関公募予
定：５月開始

－
事務局公募済み実
施機関公募予定５
月開始

経産省経済産業政策局
新規産業室０３－３５０１
－１５６９

出所：中小企業庁ＨＰより作成

－
実施機関公募：４／
１３～５／２０

実施機関公募：４／
１３～５／２０

担当課・お問い合わせ先
募集期間

年間公募スケジュール*執行状況に応じ
て変更の可能性あり

実施機関公募：４／
１３～５／２０

中小企業庁創業・新事業
促進課創業・第二創業促
進事務局電話：０３－５５
５０－１３１１　　　　03-
3501-1767(直通）

（参考）地域創業促
進支援委託事業

所轄官庁(起業家教育事業は経産省経済
産業政策局 、それ以外は中小企業庁）

創業・第二創業促進
補助金

予算書の区分

新たな需要を創造する新商品・サービスを提供する創業
者に対して､店舗借入費や設備費等の創業に要する費
用の一部を補助。(補助上限：２００万円。補助率：２／３）

概要

事業承継を契機に既存事業を廃棄し､新分野に挑戦す
る等の第二創業に対して｡人件費や設備費等に要する
費用の一部を補助。(補助上限：1,０００万円､補助率２／
３）

産業競争力強化法の認定を受けた創業支援事業計画
に基づき､市区町村と連携したｋ民間事業者等が行なう､
創業支援の取り組みを民間団体を通じて補助(補助上
限：１,０００万円、補助率：２/３以内）

小中学校や大学等でモデル的な起業家教育の実施や事
例集の作成・横展開、大学の起業家教育講座の受講生
を対象としたビジネスプランコンテストの開催等に係わる
事業を民間団体に委託。

創業スクール

地域の支援機関や産業競争力強化法の認定を受けた
創業支援事業者等が、全国で創業スクールを開催し、創
業予備軍の掘り起こしをはじめ、創業希望者の基本的
知識の習得からビジネスプランの策定までを支援する事
業を民間団体等に委託。
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平成２６年度補正予算・２７年度当初予算

創業補助金の管理事務局・事務局

(株)電通 - ０３－３５０１－１７６７(直通）

（独法）中小企業基盤整備

機構
- ０３－３５０１－１７６７(直通）

中小企業庁創業・新事業促進課 ０３－３５０１－１７６７(直通）

    (株)パソナ ０３－６２６２－３７８１

地域創業促進支援（委託）事

業(起業家教育事業）
未定 経済産業省 経済産業省産業政策局 ０３－３５０１－１５６９

参考

地域創業促進支援（委託）事

業（創業スクール）
(株)パソナ 中小企業庁

中小企業庁創業・新事業促進課

創業・第二創業担当

創業・第二創業促進補助金(創業

者等支援事業）

創業支援事業者補助金(創業支

援事業者支援事業）



東京都および東京都中小企業振興公社では､平成２７年度から「創業

活性化特別支援事業」（創業助成事業、インキュベーション施設整

備・運営費補助事業）を実施する。
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東京都の創業活性化特別支援事業

（創業助成事業）
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東京都の創業活性化特別支援事業
（インキュベーション施設整備・運営費補助事業）

管轄：（公財）東京都中小企業振興公社



第４章

地域創業促進支援事業

（創業スクール）の概要
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1．対象・要件

全国で「創業スクール」を開催し、創業予備軍の掘り起こ
しをはじめ、創業希望者の基本的知識の習得からビジネ
スプランの策定まで支援を行う。
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地域創業促進支援事業
（創業スクール）(その１)



2．支援内容
（１）地域プラットフォームに属する支援機関や産業競争力強化
法に基づき認定を受けた創業支援事業者が創業スクール
（仮称）を開催する。

（２）創業に必要なノウハウを集約したカリキュラム・テキストを
使用して、地域の支援機関が創業を後押しする。

（３）創業スクール受講後も実施主体となる支援機関が他の支
援機関と連携して､アフターサービスを実施する。

30

地域創業促進支援事業
（創業スクール）(その２)



中小企業・小規模事業者は、地域の経済や雇用を担う重要な存在

である一方、中小企業・小規模事業者数は年々減少傾向にあります。

こうした中、平成25年6月に取りまとめられた「日本再興戦略」におき

まして、開業率が廃業率を上回る状態にし、開業率・廃業率を米国・

英国レベルの10%台に向上させるという目標が掲げられました。

本事業では、上記目標の達成を図るため、創業希望者に対し、創業

に必要な財務・税務等の基本的知識の習得やビジネスプランの作成

支援を行う創業スクールを実施することにより、地域における創業者

数の増加を図ることを目的とします[平成2７年度地域創業促進事業

（実施主体）公募要領より]
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平成２７年度地域創業促進支援事業
（創業スクール）の目的
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オリエンテーション風景

オリエンテーション（平成２６年度ベーシックコ－ス）
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第１回全国創業スクール選手権
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原田謙吾さんファイナリストに残る
（平成２６年度 実施主体横浜中小企業診断士会 創業スクール受講生）
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第１回全国創業スクール選手権
（ファイナリストの面々）
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東京都の起業支援事業
（ＴＯＫＹＯ起業塾）

創業セミナー（平成２７年度） ＴＯＫＹＯ起業塾

ＴＯＫＹＯ起業塾とは
東京都の監理団体で
ある（公財）東京都振
興公社（以下公社）が
運営する創業支援プロ
グラム。

創業セミナー受講者に
は創業集中サポート
（起業支援を専門家が
開業サポート）もある。



37

創業に係わる用語の定義・意味（その１）

用語 定義または意味

創業
地域の需要や雇用を支える事業や海外市場の獲得を念頭とした事業を､日本国内
において興すもの(平成２６年補正予算創業補助金募集要項）。

第二創業
既に事業を営んでいる中小企業者又は特定非営利活動法人において後継者が先
代から事業を引き継いだ場合に業態転換や新事業・新分野に進出するもの。（＊
１）

＊１これまで行っていた事業の属する事業とは異なる業(業種は日本標準産業分類
の細分類による)を行うもの。（平成２６年度補正予算、補助金募集要項）

新たに創業する者

公募開始日(平成２７年３月２日)以降に創業する者であって②補助事業期間完了
日までに③個人開業又は会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社合資会
社を指す｡)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、④その代表
者となる者。⑤応募主体は､個人となる(平成２６年度補正予算、補助金募集要
項）。

第二創業を行う者

①個人事業主､会社又は特定非営利活動法人であって、②公募開始日(平成２７年
３月２日）の６ヶ月前の日(平成２６年９月３日)から､③公募開始日以降６ヶ月以内
(平成２７年９月１日)かつ補助事業期間完了日までの間に④事業承継を行った者
又は行う予定の者が対象となる。⑤また、公募開始日(平成２７年３月２日)から補
助事業期間完了日までに既存事業以外の新事業を開始することが必要である｡⑥
なお代表者の承継は親族に限らない(平成２６年度補正予算、補助金募集要項）。

創業支援事業者 民間事業者、認定支援機関、経済団体、金融機関､ＮＰＯ法人等

創
業
補
助
金
募
集
対
象
者

(

平
成

２
６
年
度
補
正
予
算

、

平
成
２
７

年
度
当
初
予
算

）

の
要
件
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創業に係わる用語の定義・意味(その２）

創業にかかわる用語の定義・意味(その2､創業補助金・創業スクール等）創業にかかわる用語の定義・意味(その2､創業補助金・創業スクール等）創業にかかわる用語の定義・意味(その2､創業補助金・創業スクール等）創業にかかわる用語の定義・意味(その2､創業補助金・創業スクール等）

定義または意味

創業促進補助金ともいう。

創業補助金ともいう。狭義の創業（促進）補助金。

広義の創業（促進）補助金。

創業・第二創業促進補助金のうちの創業（促進）補助金のこと

創業・第二創業促進補助金のうちの第二創業（促進）補助金のこと

①市区町村と連携して、創業支援に取り組む創業支援事業者向けの補助金。
②創業支援は、　産業競争力強化法の認定を受けた創業支援計画に基づいて
行う。

２６年度補正予算５０．４億円

２７年度予算７．６億円

平成２７年度は「創業スクール」と「起業家教育事業」がある。

２７年度予算４．４億円｡中小企業庁側から見れば委託事業。

平成２６年度予算では「地域創業促進支援事業」のこと。狭義では実施主体が
開催する創業に係わる集合研修。広義の創業スクールには創業セミナーを含
む。

広義の創業スクールのオリエンテーションの位置づけ。参加料無料が原則

平成２７年度予算　創業・第二創業促進
補助金

地域創業促進支援事業

創業スクール

創業セミナー

創業・第二創業促進補助金

創業者向け創業促進補助金

平成２６年度補正予算創業・第二創業促
進補助金

用語

創業補助金

創業促進補助金

地域創業促進支援委託事業

第二創業者向け創業促進補助金

創業支援事業者向け（創業・第二創業促
進）補助金
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創業に係わる用語の定義・意味（その３）

創業にかかわる用語の定義・意味(その3、創業支援事業、特定創業支援事業等)創業にかかわる用語の定義・意味(その3、創業支援事業、特定創業支援事業等)創業にかかわる用語の定義・意味(その3、創業支援事業、特定創業支援事業等)創業にかかわる用語の定義・意味(その3、創業支援事業、特定創業支援事業等)

定義または意味

この法律において「創業支援事業」とは、創業を行おうとする者に対す

る創業に必要な情報の提供、研修又は創業についての指導若しくは助

言、創業者の新たに開始する事業の用に供する工場、事業場、店舗そ

の他の施設の整備並びにこれらの賃貸及び管理その他の取り組みに

より､創業を支援する事業をいう(産業競争力強化法第二条２４項）。

この法律において「特定創業支援事業」とは、創業支援事業のうち、特

に創業の促進に寄与するものと経済産業省令で定めるものをいう(産業

競争力強化法第二条２5項）。

創業を行おうとする方に対する継続的な支援で、経営、財務、人材育

成、販路開拓の知識がすベて身につく事業をいう。

産業競争力強化法の認定を受けた創業支援事業計画(創業支援事業

者補助金Ｑ＆Ａ）｡つまり産業競争力強化法に基づいて作成する「創業

支援事業計画」はすべて認定を受けなければならない。

産業競争力強化法の認定を受けた創業支援事業計画(平成２６年度補

正予算創業支援事業者補助金募集要項）

特定創業支援事業

用語

創業支援事業計画

創業支援事業

認定創業支援事業計画



ご清聴ありがとうございました

磯村幸一郎(中小企業診断士)
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