
事業計画をつくって、前へ進もう!
持続的な経営へ!

2022年9月

株式会社道家経営･法務事務所
代表取締役・中小企業診断士

道家 睦明

岐阜商工会議所

令和4年度伴走型小規模事業者支援推進事業

① 事業計画策定の意義
② 計画書作成の大枠
③ 計画書を具体化する必須項目
④ 計画書作成（実践）
⑤ 活用できる補助金
⑥ 小規模事業者持続化補助金の内容紹介
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内容

① 事業計画策定の意義
② 計画書作成の大枠
③ 計画書を具体化する必須項目
④ 計画書作成（実践）
⑤ 活用できる補助金
⑥ 小規模事業者持続化補助金の内容紹介

参考1:参考となる情報源
参考2:電子申請「GビズIDプライム」の取得方法

▶
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○年後の

あるべき姿
(目標･将来･夢)

事業計画とは…現状の確認→あるべき姿→道筋づくり

現状の
確認

追い風
(市場の機会)

強み
(自社の強み) 事業計画

様々な支援・融資

①まず、自社の事業計画ありき。
②そのための、障害を乗越えるのを

助けてくれるのが様々な支援や融資

2

3 将来あるべき姿への、
道筋を示したもの

１
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事業計画の効果① 社内の求心力が高まる

技術・
ノウハウ

組織力

ネットワーク

特許

人材
経営理念

等々

数
字
の
背
景

財
務
数
字

資本金

従業員数

有形資産等

売上高・利益

「事業計画」で一体化

事業計画があると…
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事業計画の効果② 事業の承継にも効果的

法務課題

税務課題

自社株の承継、議決権の確保、遺産分割等

相続税、贈与税対策等

「経営の承継」
・経営改善

・後継者教育
・社内外の環境整備

「経営権の承継」
・後継者の経営権の確保

・自社株の後継者への集中
・会社法制の活用

・贈与、相続に係る税務対策

「資産等の承継」
・事業用だけでなく個人用も

・個々の財産の承継
・遺留分の配慮

・贈与、相続に係る税務対策

事業承継の課題

事業計画
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事業計画の効果③ 金融機関との関係が変わる

金融機関は
検討に

応じてくれます。

金融機関は
相談に乗って
くれません。

達成可能で、合理的な
事業計画があれば…

1. 関係者への支援の要請
2. 借入金の返済期限の延期

1. 経営者としてのカン(行けそう!)
2. 楽観的な景気予想(大丈夫です!)
3. 経営者としての面子(私が…)
4. 長い付合い(昔から世話に…)

NG

OK
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事業計画の効果④ 補助金申請などにも活用

④計画を実行!

計画の
実施

事業計画
(事業計画)

一部の事業を
こうしていきたい!

③申請書をつくり申請する

経営全体を
こうしていきたい!

②補助金を探す①事業計画(事業計画)をつくる

補助金申請で
支援をもらいたい!

計画の一部を
支援して欲しい!
適切な補助金は

ないかなぁ?

適格な計画なら、
それだけでもメリットを提供!

計画作成
自体にも
支援あり

もちろん、補助金による
支援もあり!

採択→補助対象補助して
もらいたい
事業の計画

=補助金申請
書
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事業計画の効果⑤ 名刺・会社案内などにも活用
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○年後の

あるべき姿
(目標･将来･夢)

事業計画の効果⑥ 進捗状況と対応策が明確

• 計画があれば、道を間違えても、
戻りやすい。

計画と現実の差がわかるため、
対応策が取りやすい

カーナビで目的地を設定してあれば、
道を間違えても案内し直してくれるのと同じ。

現状

追い風
(市場の機会)

強み
(自社の強み)
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内容

① 事業計画策定の意義
② 計画書作成の大枠
③ 計画書を具体化する必須項目
④ 計画書作成（実践）
⑤ 活用できる補助金
⑥ 小規模事業者持続化補助金の内容紹介
⑦ 採択後のステップとフォローアップ

参考1:参考となる情報源
参考2:電子申請「GビズIDプライム」の取得方法

▶
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事業計画書の作成に向けた大枠の考え方

周囲の
「追い風」
(機会)

周囲の
「向かい風」

(脅威)

自社の
他にない
「強み」

自社の
「弱み」

今後の方向性

具体的なプラン

目標

現在

• これらの大枠に、日頃の想いを整理しましょう。
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事業計画作成のポイント
当社株式会社△△は、地域の人口減少などの環境の変化も

あり2016年から喫茶部門を立ち上げ、地域内外のお客様へ
のサービスを開始しました。2018年には、地元の老舗ホテル
内にカフェを出店し、全国から観光目的で来訪されたお客様
にもご利用いただいています。

営業内容は、下記の通りです。
• 営業時間11：30～19：00週6日営業※木曜休業
• 役員１名、正社員3名、パート4名
• 平日ランチは地元野菜を使ったビーフシチュー、ハンバー

グ、地元野菜のカレーのメニューが人気。
• 午後2時からはデザートと紅茶のセットが女性客に人気

景色の良い、ゆったりとした環境にある山小屋風の店舗が女
性客に人気で、平日のランチは平均1000円程度。午後は3時
前後をピークに紅茶とケーキのセットが主力となりますが、価
格帯は700円前後となっています。

当店は、高速道路のインターチェンジから車で5分程度の立
地にあり、他県から車で訪れる客も増加しています。また、県
内の農家と専売契約を結んでおり、地元の野菜を使ったメ
ニューが地域紙にも取り上げられ、ローカル放送で紹介された
ことから、客足も増えてきていました。

しかし、当店は、カフェの店舗が自然の中にあるため、冬場は
日が早くなり客足も減少してしまいます。ただ、新型コロナウイ
ルスの影響から人込みを避ける人々が増えることが予想され
ているため、人里離れた自然の中にあるカフェの存在意義は
高まるものと思われます。

コロナ禍ではあるものの、全国的なカフェブームのためか若

い女性客が多く、インスタグラムを中心としたSNSへの投稿も
盛んに行われていることから、今後もカフェ人気は継続するも
のと思われます。

新型コロナウイルスの影響から、来客が減少し売り上げにも
大きく影響が出ている。今後は、下記の項目に力を入れ、立て
直しを図ることとしたいと考えています。

①新型コロナウイルスの影響で近くの山でのピクニック・キャン
プ客が増えているようです。そうした客に向けた、屋外で食べ
ることを前提としたオリジナルテイクアウト用のメニューを開発
していきたいと思っています。メニューが完成したら○月中に
はホームページにもメニューを掲載し、PRするともすすめてい
きたい。

②店舗外の空いたスペースにもカフェ席を設置し、広々とした
環境で風通しも良く景色も楽しめる屋外カフェとして客を呼び
込みたいと考えています。室内のカフェ利用をためらう客を呼
び込むこともできると思っています。涼しくなり、外で食事が楽
しめる10月までには店舗外設備を整え、立地を生かした絶景
カフェとしてホームぺージ等でPRし、県外客にもアピールして
地域外の客を呼び込みたいと思います。

テイクアウト用メニューで1か月15万円程度の売上増加を見
込みたい。テイクアウト事業の実施にあたっては、テイクアウト
用にサイズを変えた調理器具の導入や、パッケージの開発に
かかる費用で40万円程度の初期投資が発生する見込みです。

屋外用の座席・テーブル等の設備で20万円程度かかる見込
みですが、テイクアウトメニューの売上も増えることから1年程
度で回収できるものと見込んでいます。
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事業計画書の作成に向けた大枠の考え方

周囲の
「追い風」
(機会)

周囲の
「向かい風」

(脅威)

自社の
他にない
「強み」

自社の
「弱み」

今後の方向性

具体的なプラン

目標

現在

地元老舗ホテル内のカフェを
営業。景色の良い、ゆったりと
した環境にある山小屋風の店
舗が人気。客単価は、ランチ
タイム1,000円前後、カフェタ
イム700円前後。

地元野菜を使った料理と
景色が強み。インターチェ
ンジからの距離も近い。

全国的なカフェブームは
続く見込み。近くの山の
キャンプやピクニック客が
増加見込み。

新型コロナウイルスの影響か
ら、来客が減少し売り上げに
も大きく影響が出ている

冬場は日が早くなり
客足も減少する。

絶景カフェとして、
コロナ禍からの立
て直しを図る

ピクニック・キャ
ンプ客をはじめ
として、地域外の
客を呼び込む

①屋外で食べることを前提としたオリ
ジナルテイクアウト用のメニューを開発。

②屋外のカフェ席を設置し、広々とし
た環境で風通しも良く景色で呼び込む。

共に、完成したら、ホームページで発信。
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内容

① 事業計画策定の意義
② 計画書作成の大枠
③ 計画書を具体化する必須項目
④ 計画書作成（実践）
⑤ 活用できる補助金
⑥ 小規模事業者持続化補助金の内容紹介

参考1:参考となる情報源
参考2:電子申請「GビズIDプライム」の取得方法

▶
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事業計画書の作成に向けた大枠の考え方

周囲の
「追い風」
(機会)

周囲の
「向かい風」

(脅威)

自社の
他にない
「強み」

自社の
「弱み」

今後の方向性

具体的なプラン

目標

現在

地元老舗ホテル内のカフェを
営業。景色の良い、ゆったりと
した環境にある山小屋風の店
舗が人気。客単価は、ランチ
タイム1,000円前後、カフェタ
イム700円前後。

地元野菜を使った料理と
景色が強み。インターチェ
ンジからの距離も近い。

全国的なカフェブームは
続く見込み。近くの山の
キャンプやピクニック客が
増加見込み。

新型コロナウイルスの影響か
ら、来客が減少し売り上げに
も大きく影響が出ている

冬場は日が早くなり
客足も減少する。

絶景カフェとして、
コロナ禍からの立
て直しを図る

ピクニック・キャ
ンプ客をはじめ
として、地域外の
客を呼び込む

①屋外で食べることを前提としたオリ
ジナルテイクアウト用のメニューを開発。

②屋外のカフェ席を設置し、広々とし
た環境で風通しも良く景色で呼び込む。

共に、完成したら、ホームページで発信。
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事業計画書の作成に向けた大枠の考え方

大枠はいいが…
これでは、成果のブレも大きくなる

→より「確からしさ」のある具体的な内容が必要!
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事業計画ワークシート
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事業計画ワークシート
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内容

① 事業計画策定の意義
② 計画書作成の大枠
③ 計画書を具体化する必須項目
④ 計画書作成（実践）
⑤ 活用できる補助金
⑥ 小規模事業者持続化補助金の内容紹介

参考1:参考となる情報源
参考2:電子申請「GビズIDプライム」の取得方法

▶
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事業計画作成 実践
当社株式会社△△は、地域の人口減少などの環境の変化も

あり2016年から喫茶部門を立ち上げ、地域内外のお客様へ
のサービスを開始しました。2018年には、地元の老舗ホテル
内にカフェを出店し、全国から観光目的で来訪されたお客様
にもご利用いただいています。

営業内容は、下記の通りです。
• 営業時間11：30～19：00週6日営業※木曜休業
• 役員１名、正社員3名、パート4名
• 平日ランチは地元野菜を使ったビーフシチュー、ハンバー

グ、地元野菜のカレーのメニューが人気。
• 午後2時からはデザートと紅茶のセットが女性客に人気

景色の良い、ゆったりとした環境にある山小屋風の店舗が女
性客に人気で、平日のランチは平均1000円程度。午後は3時
前後をピークに紅茶とケーキのセットが主力となりますが、価
格帯は700円前後となっています。

当店は、高速道路のインターチェンジから車で5分程度の立
地にあり、他県から車で訪れる客も増加しています。また、県
内の農家と専売契約を結んでおり、地元の野菜を使ったメ
ニューが地域紙にも取り上げられ、ローカル放送で紹介された
ことから、客足も増えてきていました。

しかし、当店は、カフェの店舗が自然の中にあるため、冬場は
日が早くなり客足も減少してしまいます。ただ、新型コロナウイ
ルスの影響から人込みを避ける人々が増えることが予想され
ているため、人里離れた自然の中にあるカフェの存在意義は
高まるものと思われます。

コロナ禍ではあるものの、全国的なカフェブームのためか若

い女性客が多く、インスタグラムを中心としたSNSへの投稿も
盛んに行われていることから、今後もカフェ人気は継続するも
のと思われます。

新型コロナウイルスの影響から、来客が減少し売り上げにも
大きく影響が出ている。今後は、下記の項目に力を入れ、立て
直しを図ることとしたいと考えています。

①新型コロナウイルスの影響で近くの山でのピクニック・キャン
プ客が増えているようです。そうした客に向けた、屋外で食べ
ることを前提としたオリジナルテイクアウト用のメニューを開発
していきたいと思っています。メニューが完成したら○月中に
はホームページにもメニューを掲載し、PRするともすすめてい
きたい。

②店舗外の空いたスペースにもカフェ席を設置し、広々とした
環境で風通しも良く景色も楽しめる屋外カフェとして客を呼び
込みたいと考えています。室内のカフェ利用をためらう客を呼
び込むこともできると思っています。涼しくなり、外で食事が楽
しめる10月までには店舗外設備を整え、立地を生かした絶景
カフェとしてホームぺージ等でPRし、県外客にもアピールして
地域外の客を呼び込みたいと思います。

テイクアウト用メニューで1か月15万円程度の売上増加を見
込みたい。テイクアウト事業の実施にあたっては、テイクアウト
用にサイズを変えた調理器具の導入や、パッケージの開発に
かかる費用で40万円程度の初期投資が発生する見込みです。

屋外用の座席・テーブル等の設備で20万円程度かかる見込
みですが、テイクアウトメニューの売上も増えることから1年程
度で回収できるものと見込んでいます。
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事業計画ワークシート ～カフェの事例 前半
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事業計画ワークシート ～カフェの事例 後半
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事業計画ワークシート

下記にアップしています。

参考:
https://www.dohke.net/?p=288
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内容

① 事業計画策定の意義
② 計画書作成の大枠
③ 計画書を具体化する必須項目
④ 計画書作成（実践）
⑤ 活用できる補助金
⑥ 小規模事業者持続化補助金の内容紹介

参考1:参考となる情報源
参考2:電子申請「GビズIDプライム」の取得方法

▶
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補助金の制度とは

①いろいろと新しいことを
やりたいけど、

お金がかかるなぁ～。

②どんなことをやろうと
しているんですか?

計画を見せてください!

③そういうことなら、
一部を補助しましょう!

④がんばって、
やってみてください!

⑥それで儲かったら、
税金という形で

貢献してくださいね!

頑張ろうとしている
事業者(会社等)を、
今、応援していますよ!

公募、条件

補助対象
補助金上限
補助率

申請→採択

⑤ちゃんとやりましたか?
では、補助しますね!

報告→補助

国、県、市町村、その他

企業、個人事業者

計画、申請

【認定経営革新等支援機関】
商工会・商工会議所・金融機関
税理士・中小企業診断士等

機械設備関係会社
ITベンダー

各種サポート会社

提案
納入

計画策定
申請等支援
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補助金の流れ

知る 申請する 審査される 採択される 交付される

実施する 報告する 検査される 確定される 請求する 入金される

申請書類
添付書類

【認定経営革新等支援機関】
商工会・商工会議所、金融機関、中小企業診断士、税理士等

支援

支援

経営計画→事業の計画

採択発表
(選ばれましたよ!)

交付決定
(実施してもいいですよ!)

補助金入金
(補助金入金しますよ!)

必要なら”つなぎ融資”(金融機関)
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自己
負担

(融資)

補助金の補助率と上限

②補助金上限

新しい
ことに
かかる
費用

[計画]

①
補助率 補助

金額

例:
補助率1/2
補助金額上限1,000万円
という補助金の場合...

(1)
計画している費用:3,000万円
補助金は1,000万円

(2)
計画している費用:2,000万円
補助金は1,000万円

(3)
計画している費用:600万円
補助金は300万円
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補助金4つのポイント

①それぞれの補助金ごとに目的と仕組みがある。
– 補助金は、さまざまな政策ごとに、いろいろなジャンルで募集されてい

ます。

– それぞれの補助金の「目的・趣旨」といった特徴をつかんで、事業とマッ
チする補助金を見つけましょう。

②補助を受けられるのは事業の一部の費用。
– 必ずしもすべての経費が交付される訳ではありません。

– 事前に募集要項等で補助対象となる経費・補助の割合・上限額などを
確認しましょう。

③補助の有無やその額については審査がある。
– 補助の有無・補助金額は「事前の審査」(採択)と「事後の検査」によって

決定します。審査には「申請」が必要です。ポイントをわかりやすくまと
めて申請しましょう 。

④補助金は後払い。

– 補助金は後払い(精算払い)です。事業を実施した後に報告書等の必要
書類を提出して検査を受けた後、はじめて受け取ることができます。

– 一度は支払う必要があるので、資金繰りも確認しておきましょう。
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代表的な補助金 ～全国

小規模事業者持続化補助金
地道な販路開拓等（生産性向上）のための取組、あるいは、販路
開拓等の取組とあわせて行う業務効率化（生産性向上）のための
取組

事業再構築補助金
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又は
これらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新
たな挑戦を支援

ものづくり補助金
革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うた
めの設備投資等を支援

IT導入補助金
経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率
化・売上アップといった経営力の向上・強化を図る

先進的省エネルギー投資促進
支援事業費補助金
(省エネ補助金)

省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに電力ピーク対策に資する機器及び設備
の導入に要する経費を補助することにより、各部門の省エネルギーを推進し、安定的か
つ適切なエネルギーの需給構造の構築を図る

事業承継・引継ぎ補助金
M&A時の専門家活用を支援
事業承継・引継ぎ後の新たな取組の支援
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代表的な補助金 ～都道府県

[岐阜県]
アフターコロナ・チャレンジ事

業者応援補助金

地域経済の維持と持続的発展に向けて、新型コロナウイルス感染
症による経営上の困難を乗り越え、事業転換など、商工会・商工
会議所と連携して、アフターコロナに向けて意欲的に取り組む県
内の小規模事業者を引き続き支援(補助率2/3 補助金上限
300万円)

[愛知県]
2022年度小規模事業者経営

革新支援事業費補助金
（支援補助金）

愛知県知事から「経営革新計画」の承認を受けた小規模事業者に
対して、同計画に基づき実施する新商品・新技術開発及び販路開
拓に要する経費の一部を支援する。
(補助率2/3 補助金上限100万円)

[三重県]
令和４年度三重県新型コロナ
克服生産性向上・業態転換支

援補助金
(業態転換補助金)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業等が、生産性
向上や業態転換に取り組むことを支援。
※三重県内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業等（三
重県版経営向上計画の認定申請を行うことができる者）で、新型
コロナウイルス感染症の影響を受けた者 (補助率1/2 補助金上
限200万円)
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考えられませんか?

どんな補助金が該当しそうか?

Q.コロナ禍で売上が低下し、新しい事業の
柱をつくりたいと考えていますか?

Q.コロナ禍の影響にかかわらず、周囲では
見たことがないような革新的な製品や

サービスを開発したいと考えていますか?

Q.現在の事業をデジタル化して、
効率化を図ったり、新しいサービスを

実現したいと考えていますか?

Q.最近、事業を引き継いだり、この1年間に
事業を引き継ぐ予定がありますか?

事業再構築補助金

ものづくり補助金

小規模事業者
持続化補助金

Q.新規のお客様を獲得したり、客単価や
取引頻度などを上げる販売活動を

考えていますか?(小規模事業者限定)

IT導入補助金

省エネ系補助金

事業承継・引継ぎ
補助金

ス
タ
ー
ト

Q.設備や機械などの更新(置き替え)を
考えていますか?

No

Yes

考えられませんか?

補助金の対象が違えば、同じ年度内に
別の補助金も申請することも可能です。

こ
の
他
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
補
助
金
が
あ
り
ま
す
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代表的な補助金の公募スケジュール 2022年9月1日現在
2022年度 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

小規模事業者持続化補助金
6/3

第8回
締切

9/20
第9回
締切

12月上旬
第10回

締切

2月下旬
第11回
締切

事業再構築補助金
6/30
第6回
締切

9/30
第7回
締切

ものづくり補助金
5/12

第10次
締切

7月中旬
採択
発表

8/18
第11次
締切

10月中旬
採択発表
第12次
締切?

第13次
締切?

IT導入補助金

5/16
通常枠
1次締切

5/16
デジタル化基盤枠

2次締切

5/30
デジタル化基盤枠

3次締切

6/13
通常枠

2次締切

6/13
デジタル化基盤枠

4次締切

6/27
デジタル化基盤枠

5次締切

7/11
通常枠

3次締切

7/11
デジタル化基盤枠

6次締切

7/25
デジタル化基盤枠

7次締切

8/8
通常枠

4次締切
デジタル化基盤枠

8次締切

8/22
デジタル化基盤枠

9次締切

9/5
通常枠

5次締切
セキュリティ対策枠

1次締切
デジタル化基盤枠

10次締切

9/20
デジタル化基盤枠

11次締切

10/3
通常枠

6次締切
セキュリティ対策枠

2次締切
デジタル化基盤枠

12次締切

先進的省エネルギー投資促進支援
事業費補助金(省エネ補助金)

6/30
締切

事業承継・引継ぎ補助金
R3補正予算1次

5/31締切
専門家活用

廃業再ﾁｬﾚﾝｼﾞ

R3補正予算1次

6/20締切
経営革新型

R4当初予算

8/15締切
経営革新/専門家活

用/廃業再ﾁｬﾚﾝｼﾞ

R3補正予算2次

9/2締切
R3補正予算3次

11/下締切
R3補正予算4次

2/上締切

2022年にさらに2回程度の公募を実施予定

[岐阜県]アフターコロナ・チャレンジ事業者応援補助金
5/18
締切

7/29
締切

[愛知県]小規模事業者経営革新支援事業費補助金
5/19
締切

6/27
締切

[三重県]新型コロナ克服生産性向上・業態転換補助金

第１回
5/20
締切

第２回
通常枠

7/28締切

第２回
原油価格・物価高騰枠

8/10締切

(予算の範囲内で、
継続実施される見

込み)
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補助金等の検索 「J-Net21 支援情報ヘッドライン」

https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/
補助金・助成金、融資・貸付、税制、出資 も検索可能
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内容

① 事業計画策定の意義
② 計画書作成の大枠
③ 計画書を具体化する必須項目
④ 計画書作成（実践）
⑤ 活用できる補助金
⑥ 小規模事業者持続化補助金の内容紹介

参考1:参考となる情報源
参考2:電子申請「GビズIDプライム」の取得方法

▶
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小規模事業者持続化補助金 ①概要 2022年度
概要・対象者条件

地道な販路開拓等（生産性向上）のための取
組、あるいは、販路開拓等の取組とあわせて
行う業務効率化（生産性向上）のための取組

条件
補助対象

内容
補助率

補助金
上限額

小
規
模
事
業
者

通
常
枠

通常枠
機械装置
等費、広
報費、

ウェブサ
イト関連
費、展示
会等出展
費、旅費、
開発費、
資料購入
費、雑役
務費、借
料、専門
家謝金、
専門家旅
費、設備
処分費、
委託費、
外注費

2/3 50万円

特
別
枠

成長･分配
強化枠

賃金引上げ
枠

事業場内最低賃金を地域別最低賃金より＋
30円以上（既に達成している場合は、現在
支給している、事業場内最低賃金より＋30 
円以上）

2/3
赤字事業
者は3/4 200万円

2/3卒業枠
常時使用する従業員を増やし、小規模事業
者の従業員数を超えて規模を拡大する事業
者

新陳代謝
枠

後継者支援
枠

将来的に事業承継を行う予定があり、新た
な取組を行う後継者候補としてアトツギ甲
子園のファイナリストになった事業者

2/3 200万円

創業枠

産業競争力強化法に基づく認定市区町村や
認定連携創業支援等事業者が実施した「特
定創業支援等事業」による支援(創業塾等)
を過去３か年の間に受け、かつ、過去３か年
の間に開業した事業者

インボイス枠

2021年9月30日から2023年 9月30日
の属する課税期間で一度でも免税事業者で
あった又は免税事業者であることが見込ま
れる事業者のうち、 インボイス発行事業者
に登録した事業者

2/3 100万円

※ウェブサイト関連費は、 補助金交付申請額の １／４を上限とします。また、 交付すべき補助金の額の確定時に認
められる補助金総額の １／ ４ が上限となります。 例えば、補助金確定額を５０万円とした場合、そのうち１２．５万
円までが ウェブサイト関連費として計上可能です。なお、ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
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小規模事業者持続化補助金 ①概要 優先採択

加点項目 概要

パワーアップ型加点

①地域資源型 地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを
高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への販売や新
規事業のたち上げを行う計画に加点

②地域コミュニティ型 地域の課題解決や暮らしの実需に応
えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需
要喚起を目的とした取組等を行う計画に加点

赤字賃上げ加点
賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者
に対して加点

東日本大震災加点
福島第一原子力発電所による被害を受けた水産加工業者等
に対して加点

経営力向上計画加点
中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を
受けている事業者に対して加点

電子申請加点
補助金申請システム（名称：J グランツ）を用いて電子申請を
行った事業者に対して加点

事業承継加点
代表者の年齢が満６０歳以上の事業者で、かつ、後継者候補
が補助事業を中心になって行う場合に加点

過疎地域加点
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に定める
過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り
組みを行う事業者に対して、加点
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小規模事業者持続化補助金 ②採択例
業種 何を実現するために 何に活用したか

飲食店

バースディケーキやクリスマスケーキなどにお客様の好きな写真や絵を、
可食シートを使って印刷できるサービスを提供するために、フードプリン
ターを購入。他店との差別化を行うとともに新規顧客の獲得により業績向
上を図った。

フードプリンター

総合工事
業

公共工事への偏りという経営課題解消の為に、小規模工事民間需要者を
ターゲットにした活動を展開するため、施工実績や強みを掲載したwebサ
イト構築、インターネット広告、Facebookページ製作した。社内運営やノウ
ハウ蓄積の為に専門家指導による若手人材育成も実施した。

webサイト構築、インター
ネット広告、Facebook
ページ製作

自動車整
備業

定期的来店の頻度を高め、商品の販路を開拓するとともに作業効率の向
上と安全性の確保のために、車両を素早く持ち上げることが出来るトータ
スリフトを導入。作業効率が上がることにより新たな顧客獲得だけでなく、
顧客満足度向上にも繋げ、売上増加かつ経営の安定化を目指す。

トータスリフト

自動車整
備業

事業用車両整備のお客さまを獲得するため、大型車両用リフト（２柱リフト）
を導入し、一般車両はもとより建設・一般事業所用のトラックも受入整備が
可能となる体制を整えた。

大型車両用リフト（２柱リフ
ト）

洗濯・理
容・美容・
浴場業

20～40代の新規顧客を獲得するために、炭酸ヘッドスパを導入。チラシ
のポスティングのほか、無料体験による集客を試みた。

ヘッドスパ機器、チラシ配
布

運輸に附
帯する
サービス
業

個人の土地オーナーや、スーパーマーケット等の集客施設向けに、洗車機販
売、洗車場経営支援を販売拡大していくために、洗車場運営をパッケージ
化し、土地オーナーの手を煩わせずに運営をできるような体制を構築。そ
のための専用のＷＥＢページを立ち上げ、チラシ・パンフレットを作成し、個
別の営業活動に利用して、洗車機導入、洗車場経営を提案し販売。

専用のＷＥＢページを立ち
上げ、チラシ・パンフレット
を作成
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小規模事業者持続化補助金 ②採択例
業種 何を実現するために 何に活用したか

洗濯・理
容・美容・
浴場業

それまで外注に頼っていた衣類等のリペア（修理）を本店工場で行うことで、
納期の短縮とプライスダウンを図り、サービスの向上に繋げるために、種類
の異なる３台の業務用ミシンを導入し、リペアサービス告知用のスタンド看
板を作成し、来店されたお客様にＰＲを行う。また、リペアサービスの情報を
掲載した。ニューズレターを各店頭及びＤＭで配布し、新規顧客の創出と既
存顧客のリピート率アップを図る。

業務用ミシン、スタンド看
板、ニュースレター

総合工事
業

自動車愛好家をターゲットとしたガレージハウス（自宅の一階部分に車用
のガレージを設けた家）のサービスを開始するために、モデルルームを自社
敷地内に設置した。広告活動として、ガレージハウスやＤＩＹサポートに関す
る看板設置と佐伯市内向け集合広告への出稿を行った。

ガレージハウス、看板、集
合広告

金属製品
製造業

一般個人・小規模事 業者等からの手工芸品、芸術作品などに必要とされ
るネジ部品から競技用自転車、旧車の部品等一点物の受注をめざすために、
個人向けオーダーメイド製品受注サイトを開設すると共に、自社のロゴマー
クも開発。

個人向け受注サイト、企業
ロゴマーク開発

総合工事
業

新築購入需要のある新規の若いファミリー層の獲得を図るため、新たに作
成した会社ロゴマークで、会社看板と車輌ロゴステッカーを設置、また感謝
祭イベントを自社敷地内にて行い、事業内容の認知度及びイメージの向上
を図った。

企業ロゴマーク開発、看板、
ステッカー、イベント

食料品製
造業

おかずの移動販売による新規販路拡大のため、移動販売車両にマイク及び
スピーカーを取り付け、移動販売の際の周知に利用。車両荷台部分のクー
ラーボックス化を行い、商品の傷み・色落ちを防ぐ効果や、夏季の高温対策、
衛生面の対策に役立て、かつ、商品自体の見栄えも良くなる効果を出す。移
動販売用の体制を整えた後、チラシを作成し、同一地域内新聞折込及び周
辺事業所への配布を実施。

マイク・スピーカー、クー
ラーボックス、チラシ配布
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小規模事業者持続化補助金 ②採択例
業種 何を実現するために 何に活用したか

飲食料品
小売業

お客さんが商品を選びやすくするため、対面販売が可能となる冷蔵ショー
ケースを導入。冷凍商品の販売を強化するために、お客さんが手にとりや
すいような冷凍用のショーケースを導入。さらに、これらのサービスをPR
するために商工会の１００万会員ネットワークホームページの活用。

冷蔵・冷凍ショーケース、
ホームページ

その他の
製造業

オリジナルの化粧品ポーチを販売するため、ホームページにキャンペーン
ページと女性経営者へのインタビューページを設置。モデルを使い、ポーチ
を実際に使う動画とリーフレットを作成。完成したリーフレットと共に、ＤＭ
を百貨店、小売店、通販会社など 全１４８件へ送り、数社と商談を実施。
ポーチに使うオリジナルの生地の試作及び著作権譲渡契約書を締結。

ホームページ制作、リーフ
レット、DM、試作、契約書
作成

専門サー
ビス業（他
に分類さ
れないも
の）

「ウェブコンテンツ向け動画」を手掛け、新しいマーケットの開拓を図るため
に、動画撮影に強い新型カメラを中心にレンズやモニターなど、4Kで撮影
可能な即戦力の機材を導入した。

カメラ機材

電気機械
器具製造
業

海外顧客獲得のため、オーディオ新興国である「ベトナム」、「インド」、「フィ
リピン」の3国におけるオーディオ市場に食い込める低価格帯 (300万～
500万／標準装備は1,000万円)の ユニット（スピーカーを構成する部
品）やエンクロージュア（ユニットが取り付けられる箱）の新製品開発のため
の試作品開発を実施した。

試作品開発

飲食料品
小売業

高年齢者人口が５４％と高く、生鮮食料品を取扱う店舗も店主の高齢化に
より廃業が相次いでいることや集落の路地が細く車の行き来ができず、訪
問不可能であった足の不自由な高齢者に直接販売を行うため、冷蔵設備付
き小型販売車（軽トラック）を導入し、移動販売を実施。

移動販売車



Page 39
©(株)道家経営･法務事務所

小規模事業者持続化補助金 ②採択例
業種 何を実現するために 何に活用したか

飲食店

自家焙煎コーヒー店としての宣伝効果、他店との差別化を図るために、さ
らに、原価を下げながらも品質向上とコーヒー豆の販売による収益性の向
上を図るために、コーヒー豆の焙煎機を導入。また、店内が全席禁煙のため、
店舗前のスペースにオーニングテント、雨風よけカーテンと野外照明を取付
け、喫煙可能なテラス席を新設することで、サービス向上を図る。

自家焙煎機、テラス席設置

その他の
製造業

当社の開発商品や従来から販売している製品を展示し、新しい販路を拡大
するために、国際福祉機器展（日本最大の介護用品展示会）に出展。

展示会出展

織物・衣
服・身の
回り品小
売業

市内過疎地区に対し販路開拓を行うために、検眼車を活用したメガネの出
張販売や修理を広くＰＲ。チラシ作成やフリーペーパーへ掲載。併せて、既存
客（4,000件）へのＤＭを発送。

チラシ配布、フリーペー
パー広告、DM

食料品製
造業

「ドレッシング」製造を新しく開始するために、ドレッシングに関する専門の
コンサルタントより、県内で生産されるあらゆる野菜や果物に対してのド
レッシング加工に関する製法や長期保存方法についての教授を受けた。

専門家活用

飲食店

「長時間でも疲れない快適な椅子に座る宴会」を可能とし、受注拡大と売上
を確保するために、宴会用テーブルと椅子を購入。新しい宴会スタイルの写
真入り大判ポストカードのＤＭと地元紙への記事広告と枠広告掲載により
ＰＲ強化を図る。

テーブル・椅子、DM、新聞
広告

洗濯・理
容・美容・
浴場業

既存の総合調髪にヘッドスパを加えると共に、新規ヘッドスパメニューを開
始するため、蒸気ミストスチーマー、遠赤外線促進器、マイクロスコープを導
入。「頭皮ケア」「心身ケア」を重視する調髪サービスを充実させ、「散髪の床
屋」事業から「リフレッシュ提供のサロン」事業へ方針を転換する象徴の事業
として実施。

蒸気ミストスチーマー、遠
赤外線促進器、マイクロス
コープ
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小規模事業者持続化補助金 ②採択例
業種 何を実現するために 何に活用したか

洗濯・理
容・美容・
浴場業

クリーニング屋と修理屋を一つにした『洗うだけじゃない！衣類の修理で
街中ワンストップメンテナンス店』を目指す事とし、そのため「工業用ミシ
ン・職業用すくいミシン・職業用ロックミシン」を導入し販路の拡大を図った。

工業用ミシン・職業用すく
いミシン・職業用ロックミシ
ン

木材・木
製品製造
業（家具
を除く）

地元木材をベースに地元異業種（鉄工所や建具店）との連携によるコラボ
商品など、独自の商品開発に取り組み、また木工体験をしていただきなが
ら、個人や企業との直接取引を増やすため、「旋盤機械の導入」と「木材食
器類の開発」、「ワークショップの開催」に取り組む。

旋盤機械の導入、試作品開
発、ワークショップの開催

飲食料品
小売業

人口1500人弱の小さな町ではあるものの、デッドスペースの有効活用し、
弁当・惣菜など、中食の販売拡大に取り組むため、イートインスペースを開
設。。

イートインスペース

飲食店
今まで店頭でしか販売していなかったハーブ茶葉を地域外へも発信して、
売上増を図るため、「自家製ハーブ茶葉」のネット通販サイト開設や販売促
進を実施。

通販サイト開設

道路旅客
運送業

看護師である従業員を活用した「看護師添乗型」のオリジナルツアーを新
サービスとして企画し、モニタリングツアーを実施。広報活動としては、「動
く広告塔」として自社バスの車体に看板を設置。また、地元タウン誌や新聞
等にも広告を掲載し、「看護師添乗型バスツアー」を訴求。

モニタリングツアー、車体
看板、広告

その他の
製造業

獣害対策として「サル捕獲囲いワナ」を製品開発し、販売していくために、
試作開発（実証実験）とともにホームページを制作して、市場導入した。

試作品開発、ホームページ

各種商品
小売業

学習に困っている子供へ効率よく楽しくビジョントレーニングができるよ
うに、また保護者からはトレーニング効果の評価をわかりやすくし満足度
を高めるために、視機能トレーニング機「スプリュームビジョン」を導入

トレーニング機

その他の
製造業

大漁旗製造体験をした観光客にその場で渡すために、乾燥用にジェット
ヒーターを購入。また、同体験事業を広く周知するためにチラシを作成。

ヒーター
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小規模事業者持続化補助金 ②採択例
業種 何を実現するために 何に活用したか

飲食料品
小売業

店舗の認知度アップとお店への入りやすさや賑わいを演出するために、店
舗入口の暖簾・看板・照明を補助事業で設置。豆類の賞味期限切れや品切
れによる販売機会の損失を抑えるために、真空包装機の導入。仕入先開拓
のための農家視察・問屋イベントへの参加を実施。真空包装機で新たに開
発したギフト用商品のＰＲを補助事業で新設の店舗ホームページで行った
ほか、地域タウン誌に販売告知広告も掲載。

看板、照明、イベント、真空
包装機

宿泊業

宿泊客・顧客満足度の向上を図るとともに、当空間で集客イベントを開催し
地域住民の交流の場を創出するために、食堂スペースを改装しWifi環境・
プロジェクター・スクリーン等のシアター設備を整えるシアタースペースを新
設する。

シアタースペース

宿泊業
現在顧客のうち35％を占め、年々率の上昇している高齢者にターゲットを
して売上を伸ばすため、既存の和室をバリアフリー対応の洋室にすること
で販路開拓を図る。

バリアフリー化

飲食店

十千木鶏による味噌味の焼き鳥「謙信焼き」を商品化、生産体制を確立す
るために業務用グリルを購入。新商品PRと新規顧客獲得のためのパンフ
レットを作成。ランディングのためのホームページを作成公開し、同時に、リ
スティング広告の掲載を行い、新規顧客の集客を図った。

業務用グリル、パンフレット、
ホームページ

食料品製
造業

地元産果物をドライフルーツにし、当社商品のお茶を組み合わせた「和風カ
クテルティーバッグ」の試作開発を進めていくために、果物をドライフルー
ツにする「食品乾燥機」とドライフルーツを粉砕する「ハンマーミル」を購入。
更に「新商品パッケージ」を開発することで、訴求力の強い商品となった。

食品乾燥機、食品用ミル、
パッケージ開発

自動車整
備業

レース会場で行える作業サービスメニューの充実を実現するために、バイ
クメンテナンス用の「移動作業車の機能を向上」させる。

移動作業車の機能向上
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小規模事業者持続化補助金 ②採択例
業種 何を実現するために 何に活用したか

その他の
小売業

素材の花を長時間ストックすることで新商品（フラワーアレンジメントや
ブーケ）の作成を可能とし、また、シーズン毎に多品種の花の提供も積極的
に行うため、花用冷蔵庫を導入。同時に、新商品作成のための作業スペース
及び販売スペース拡充のための店舗改装を行い、同店舗内でフラワーアレ
ンジメント教室も行える環境も併せて整備する。

業務用冷蔵庫、店舗改装

食料品製
造業

長年の醤油製造工程における麹づくりを通して、蓄積した酵素の働きや、
発酵のノウハウを活かして開発した「冷凍甘酒」の販路拡大を図るため、業
務用の大型冷凍庫を導入。弊社の「生の甘酒」を安定した品質で提供できる
ため、引き合いのある新規販路開拓先への安定出荷体制が実現。

業務用冷凍庫

その他の
小売業

個人宅の灯油残量管理を行い、適宜給油するという新サービス「お任せ配
達サービス」を実現するため、補充用タンクの製造、灯油の残量管理補充シ
ステム開発、および新サービスを広報するための看板とチラシ・ＤＭを作成。

補充用タンク、システム開
発、看板、チラシ、DM

飲食店

明るい雰囲気で子供からお年寄りまで使いやすい環境で満足度を高める
ために、和式トイレを洋式に改修。あわせて、洗面台や照明器具も改修し、。
トイレ改修後の当店を広く周知するために手書きのチラシを作成し、周辺地
域に配布した。

洋式トイレ、洗面台改修、チ
ラシ

プラス
チック製
品製造業
（別掲を
除く）

得意とするなわとび作成技術を用いて「小学生でも回しやすいダブルダッ
チロープ」の開発と、今までの玩具・文具ルートだけでなく、教育現場及び
スポーツ関連施設への販路拡大のために、切れないビニールロープ作成の
ための素材・形状の試作、新商品の特徴を明確にしたチラシの作成・配布、
チラシ配布をしていないエリアの消費者に新商品をアピールするための
ホームページの作成、ラーニングＤＶＤの作成・配布を行った。

試作、チラシ、ホームページ、
DVD作成

織物・衣
服・身の
回り品小
売業

獣害駆除された鹿の皮をブランド化し、皮革製造業者と連携して原材料の
供給側として販路を広げるために、鹿皮の加工施設の整備と業務用冷凍庫
の導入を行った。

加工施設、業務用冷凍庫
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小規模事業者持続化補助金 ③対象経費

①機械装置等費 補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

②広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために
支払われる経費

③ウェブサイト関連
費

ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修をするために要する経費(ウェ
ブサイト関連費は、補助金交付申請額の１／４を上限)

④展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費(オン
ラインによる展示会・商談会等を含む）

⑤旅費
補助事業計画に基づく販路開拓（展示会等の会場との往復を含む）等を行う
ための旅費

⑥開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザ
イン、製造、改良、加工するために支払われる経費

⑦資料購入費 補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

⑧雑役務費
補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助す
るために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者
の派遣料、交通費として支払われる経費

⑨借料
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払
われる経費

⑩設備処分費
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事
業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた
設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

⑪委託・外注費
上記①から⑩に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一
部を第三者に委託（委任）・外注するために支払われる経費（自ら実行するこ
とが困難な業務に限ります。）
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小規模事業者持続化補助金 ④公募期間

• 申請受付締切：

–第8回：２０２２年６月３日(金)
• 事業支援計画書（様式４）発行の受付締切：原則２０２２年５月２７日（金）

–第9回：２０２２年９月20日(火)
• 事業支援計画書（様式４）発行の受付締切：原則２０２２年９月12日(月)

–第１０回：２０２２年１２月上旬
• 事業支援計画書（様式４）発行の受付締切：原則２０２２年１２月上旬

–第１１回：２０２３年２月下旬
• 事業支援計画書（様式４）発行の受付締切：原則２０２３年２月中旬

– ※事業支援計画書（様式４）の発行に時間を要する場合があ
りますので、余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。

商工会議所地区 https://r3.jizokukahojokin.info/
商工会地区 https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
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小規模事業者持続化補助金 ⑤申請内容

• 申請内容

– 経営計画
1. 企業概要

2. 顧客ニーズと市場の動向

3. 自社や自社の提供する商品・サービスの強み

4. 経営方針・目標と、今後のプラン

– 補助事業の内容
1. 事業名

2. 具体的内容

3. 効果

– 経費明細表

• 相談先

– 商工会・商工会議所
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小規模事業者持続化補助金 ⑥審査項目

Ⅰ.基礎審査
次の要件を全て満たすものであること。要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、その後の
審査を行いません。
①必要な提出資料がすべて提出されていること
②「２．補助対象者」・「３．補助対象事業」 ・「４．補助率等」の要件に合致すること
③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

Ⅱ.書面審査 経営計画書・補助事業計画書について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な
評価が高いものから順に採択を行います。
①自社の経営状況分析の妥当性
• 自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか。
②経営方針・目標と今後のプランの適切性
• 経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
• 経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場（商圏）の特性を踏まえているか。
③補助事業計画の有効性
• 補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
• 地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するた

めに必要かつ有効なものか。（共同申請の場合：補助事業計画が、全ての共同事業者における、それ
ぞれの経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要か。）

• 補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
• 補助事業計画には、ＩＴを有効に活用する取り組みが見られるか。
④積算の透明・適切性
• 補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。
• 事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。
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小規模事業者持続化補助金 ⑦申請様式

表紙

申請者の情報

経費明細

資金調達

経営計画

交付申請書

補助事業の計画

企業概要

顧客ニーズと市場の動向

自社や自社の提供する
商品・サービスの強み

経営方針・目標と
今後のプラン

補助事業で行う事業名

販路開拓の取組内容
(必須)

業務効率化の取組内容
(任意)

補助事業の効果

支援計画書
(支援機関記載)

宣誓書
同意書
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持続化補助金申請書の例 ～事例 カフェ
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持続化補助金申請書の例 ～事例 カフェ
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持続化補助金申請書の例 ～事例 カフェ
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持続化補助金申請書の例 ～事例 寿司店
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持続化補助金申請書の例 ～事例 寿司店
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持続化補助金申請書の例 ～事例 寿司店
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持続化補助金申請書の例 ～事例 寿司店
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内容

① 事業計画策定の意義
② 計画書作成の大枠
③ 計画書を具体化する必須項目
④ 計画書作成（実践）
⑤ 活用できる補助金
⑥ 小規模事業者持続化補助金の内容紹介
⑦ 採択後のステップとフォローアップ

参考1:参考となる情報源
参考2:電子申請「GビズIDプライム」の取得方法

▶
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業種別審査事典 (株)きんざい 総収録業種1370業種を網羅 業界動向・市場動向・商品サービス・財務平均などをレ
ポート

市場動向、競争環境、平均財務指標、事業の切り口等がまとまっている。
整理してあることで、事業者にも役立つ。

参考となる情報源
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業種別業界情報 経営情報出版社 商工サービス業350社

最近の業界動向、マーケットデータ、業界の特性、ノウハウ、今後の課題
/将来性等がまとまっている。整理してあることで、事業者にも役立つ。

参考となる情報源
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業種別開業ガイド
創業・起業を考える方向けに300以上の
業種・職種に関し、「市場動向」「開業に際
しての必要な手続きや留意点」「準備事
項」「資金例や収益シミュレーション」をま
とめている。

https://j-net21.smrj.go.jp/startup/guide/index.html

参考となる情報源
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市場規模マップ
各業界の市場規模資料をビジュアル化して表示するツール。業界名をクリックする
と、数字などが表示される。推移もグラフ化可能。

http://visualizing.info/cr/msmy/

参考となる情報源
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行政の統計
全国:総務省統計局
都道府県のホームページの「統計情報」ページ
市町村:各自治体のホームページの「統計情報」ページ

正確な市場規模のデータ(特に定点データ)がある。

参考となる情報源
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行政の統計 : 経済センサス(事業所の統計データ)

経済センサスは、事業所・企業の基本的構造を明らかにする「経済センサス‐基礎調査」と事業
所・企業の経済活動の状況を明らかにする「経済センサス‐活動調査」の二つから成り立って
います。[隔年実施]

経済センサスにより作成される経済構造統計は、国勢統計（国勢調査）、国民経済計算に準
ずる重要な統計となっています。

H26年経済センサス 基礎調査 (2019-2020は調査中)
H28年経済センサス 活動調査

事業所数: 全国、都道府県、市町村、丁目レベルまでで集計可能

http://www.stat.go.jp/data/e-census/index.htm

【基礎調査】
事業所数及び従業者数、産業分類、事業所の従
業者数、産業小分類別人口1千人当たり事業所
数、従業者規模、従業上の地位、資本金階級
【活動調査】
経営組織、事業所の開設時期、従業者数、事業所
の主な事業内容、売上及び費用の金額、事業別
売上金額

参考となる情報源
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行政の統計 : 家計調査 (家計の消費・支出・貯蓄・負債データ)

家計調査(総務省統計局)からは、こんなこともわかります。

全国約9千世帯の方々を対象として，家計の収入・支
出，貯蓄・負債などを毎月調査している。いつ、どこで、
どんな買い物を、どれだけしたか、どのように払った
か、といった支出が把握できる上に、世帯及び世帯員
の属性，住居の状態に関する事項等も含めて、全ての
家計の数字から、家計の動向が把握できる。

注1 平成26年4月から29年3月までの月ごとの平均。
注2 平成16年4月から19年3月までの月ごとの平均。

通学用かばんの月別支出金額（二人以上の世帯）

http://www.stat.go.jp/data/kakei/index.html

参考となる情報源
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行政の統計 : 家計調査 (家計の消費・支出・貯蓄・負債データ)

世帯主の
年齢階級，
貯蓄の種
類別貯蓄
現在高（二
人以上の
世帯）（平
成28年）

世帯主の
年齢階級，
負債の種
類別負債
現在高（二
人以上の
世帯）（平
成28年）

参考となる情報源
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行政の統計 : 家計消費状況調査 全国約3万世帯を対象に、購入頻度が少ない高額商品・サービス
の消費やＩＣＴ関連消費の実態を毎月調査しています。

https://www.stat.go.
jp/data/joukyou/ind
ex.html

参考となる情報源



Page 65
©(株)道家経営･法務事務所

行政の統計 : jSTAT MAP

地図による小地域分析
「jSTAT MAP」
インターネット上で利用できる統計
データと地図を組み合わせた地理情
報システム。
https://jstatmap.e-stat.go.jp
無料

商業店舗などを中心として半径500mや1km、徒歩○分、車○分など条件を設定して、エリア内の
人口(年齢階層なども可能;国勢調査データ)や世帯数、事業所数といった統計データを、自動計算で
案分集計し、レポート可能。

参考となる情報源



Page 66
©(株)道家経営･法務事務所

行政の統計 : 交通センサス https://www.mlit.go.jp/road/census/h27/index.html

全国道路・街路交通情勢調査(5年に一回;直近は平成27年)のデータ
※「可視化ツール」を使えば、地図上で、すぐに交通量がわかる。

地図上でクリックするだけ

参考となる情報源
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行政の統計 : RESAS(地域経済分析システム)

RESASは、地域経済に関する官民の様々な調査データを網羅し、それを簡易に分析し、地図・グ
ラフ等でわかりやすく表示するシステム。①誰もが直感的に使える、わかりやすい画面操作、②
国が一括して官民のデータを調達・加工した上で、インターネットで無料で提供、③メニュー数の
増加、e-ラーニングの提供等、進化するシステム、という特徴を持っている。

アドレスは
「resas.go.
jp」

右上のボタンで、FAQや操作 マニュアルなどが見られ
ます

様々なグラフ
を自動で表示。
右の選択ボタ
ンをクリックす
ると、グラフが
切り替わりま
す

見たいマップ
（データの種類
）を選択

https://resas.go.jp/

参考となる情報源
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１．人口マップ
１－１．人口構成
１－２．人口増減
１－３．人口の自然増減
１－４．人口の社会増減
１－５．新卒者就職・進学
１－６．将来人口推計
１－７．人口メッシュ
１－８．将来人口メッシュ

２．地域経済循環マップ
２－１．地域経済循環図
２－２．生産分析
２－３．分配分析
２－４．支出分析
２－５．労働生産性等の動向分析

３．産業構造マップ
＜全産業＞
３－１－１．全産業の構造（一部※）
３－１－２．稼ぐ力分析
３－１－３．企業数
３－１－４．事業所数
３－１－５．従業者数（事業所単位）
３－１－６．付加価値額（企業単位）
３－１－７．労働生産性（企業単位）
＜製造業＞
３－２－１．製造業の構造
３－２－２．製造業の比較
３－２－３．製造品出荷額等
＜小売・卸売業（消費）＞
３－３－１．商業の構造
３－３－２．商業の比較

３－３－３．年間商品販売額
３－３－４．消費の傾向（POSデー

タ）
３－３－５．From-to分析（POS

データ）
＜農業＞
３－４－１．農業の構造
３－４－２．農業産出額
３－４－３．農地分析
３－４－４．農業者分析
＜林業＞
３－５－１．林業総収入
３－５－２．山林分析
３－５－３．林業者分析
＜水産業＞
３－６－１．海面漁獲物等販売金額
３－６－２．海面漁船・養殖面積等分

析
３－６－３．海面漁業者分析
３－６－４．内水面漁獲物等販売金

額
３－６－５．内水面漁船・養殖面積等

分析
３－６－６．内水面漁業者分析

４．企業活動マップ
＜企業情報＞
４－１－１．産業間取引（※）
４－１－２．企業間取引（※）
４－１－３．表彰・補助金採択
４－１－４．創業比率
４－１－５．経営者平均年齢（※）
４－１－６．黒字赤字企業比率

４－１－７．中小・小規模企業財務比
較

＜海外取引＞
４－２－１．海外への企業進出動向
４－２－２．輸出入取引
４－２－３．企業の海外取引額分析
＜研究開発＞
４－３－１．研究開発費の比較
４－３－２．特許分布図

５．観光マップ
＜国内＞
５－１－１．目的地分析
５－１－２．From-to分析（宿泊者）
５－１－３．宿泊施設
＜外国人＞
５－２－１．外国人訪問分析
５－２－２．外国人滞在分析
５－２－３．外国人メッシュ
５－２－４．外国人入出国空港分析
５－２－５．外国人移動相関分析
５－２－６．外国人消費の比較（クレ

ジットカード）
５－２－７．外国人消費の構造（クレ

ジットカード）
５－２－８．外国人消費の比較（免税

取引）
５－２－９．外国人消費の構造（免税

取引）

６．まちづくりマップ
６－１．From-to分析（滞在人口）
６－２．滞在人口率

６－３．通勤通学人口
６－４．流動人口メッシュ
６－５．建物利用状況
事業所立地動向
６－６．施設周辺人口
６－７．不動産取引

７．雇用／医療・福祉マップ
７－１．一人当たり賃金
７－２．有効求人倍率
７－３．求人・求職者
７－４．医療需給
７－５．介護需給

８．地方財政マップ
８－１．自治体財政状況の比較
８－２．一人当たり地方税
８－３．一人当たり市町村民税法人

分
８－４．一人当たり固定資産税

行政の統計 : RESAS(地域経済分析システム)

2020年7月現在

参考となる情報源
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みやざき統計BOX (全国の都道府県・市町村レベルのデータを可視化)

全国の都道府県・市町村レベルの行政統計データをグラフビジュアル化して表示可能なサービス。宮崎県が提供しているが、
データは全国をカバーしているため、地域別の情報やランキングなども可能。 https://stat.pref.miyazaki.lg.jp/

参考となる情報源
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統計Dashboard

国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフ等
に加工して一覧表示し、視覚的に分かりやすく、簡単に利用で
きる形で提供するシステムです。
よく利用される統計データは、あらかじめグラフ表示していま
すので、データの経年変化（時系列）や地域による差の比較が
すぐにできます。グラフ上で項目の説明やデータソースとなっ
ている統計調査名を見ることもできます。
収録分野は、エネルギー、鉱工業、運輸･観光、企業・家計・経済、
教育･文化・スポーツ・生活、行財政、国際、国土・気象、司法・
安全・環境、社会保障･衛生、住宅・土地・建設、商業・サービス
業、情報通信・科学技術、人口･世帯、農林水産業、労働・賃金。
系列データ数は、人口・世帯、グラフ表示:1,809系列、データ
のみ表示:8,787系列まで可能。データによっては、市町村別
なども可能。

https://dashboard.e-stat.go.jp

参考となる情報源
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市場動向[予測]調査

矢野経済研究所
http://www.yano.co.jp/
市場規模・動向などの調査データ

富士経済
http://www.fuji-keizai.co.jp/
市場規模・動向などの調査データ

参考となる情報源
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中小企業等経営強化法に基づく事業分野別指針

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/事業分野別指針

参考となる情報源
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特許庁 特許出願技術動向調査等報告
https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/tokkyo/index.html

特許出願動向

市場創出に関する技術分野、国の政策として推進すべき技術分野を中心に、今後の進展が予想
される技術テーマを選定し、特許出願技術動向調査を実施。どんな企業がどんな技術で特許を
獲得しているか、等についてまとめている。

令和4年度
LiDAR
スマート物流
ヒト幹細胞関連技術
ミリ波帯のMIMO及びアンテナ技術（5Gへの応
用を含む分析）
カーボンニュートラルに向けた水素・アンモニア
技術（製造から利用まで）

令和3年度
教育における情報通信技術の活用

令和2年度
スマート農業
触覚センシング

令和元年度
インフラ設備のIoTを活用した維持管理技術
スポーツ関連技術

平成30年度
三次元計測
電子ゲーム
次世代建築技術

平成29年度
超音波診断装置
有機EL装置
次世代光ファイバ技術

平成28年度
電池の試験及び状態検出
移動体用カメラ
施設園芸農業

平成27年度
衛星測位システム
冷陰極型電子源
液晶表示素子
パワーレーザ

平成26年度
内視鏡
トレーニングマシン
収穫・脱穀機
農業関連技術
防災・減災関連技術

参考となる情報源
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科学技術予測 開発と普及

文部科学省 デルファイ調査
https://www.nistep.go.jp/research/scisip/delphisearch
科学技術の将来展望に関するアンケート調査
今後30年間で実現が期待される科学技術等（これを「課題」と呼んでいます）の実現時期や重要性などにつ
いて、専門家が予測を行っている。 調査は、1971年から2019年まで、約5年ごとに11回実施されている。

参考となる情報源
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未来予測

野村総合研究所 未来年表
https://www.nri.com/jp/opinion/nenpyo/in
dex.html
今後予定されている出来事を「政治・社会」「経済・産
業」「国際」の軸で整理し、さらに書籍やセミナーなどで
発表している様々な予測を「NRI予測」として掲載して
いる

博報堂生活総合研究所 未来年表
https://seikatsusoken.jp/futuretimeline/
未来予測関連の記事やレポートから「○○年に、○○に
なる」といった情報のみを 厳選し、西暦年や分野ごと
に整理した未来予測のデータベースです。

医療
生活習慣の西洋化により、高血圧症の発症率が
アフリカやラテンアメリカの発展途上国で80％、
先進国でも24％上昇する
資料 :英国医学誌「Lancet」

2023 世帯数減少と総住宅数の増加に伴って、
空き家数は、約1,400万戸、空き家率が21.1%
に上昇。
2025 既存住宅流通量は、約31万戸となる。
2025 新設住宅着工戸数は、約67万戸に減少。

参考となる情報源
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「調査のチカラ」(ITmedia)
http://chosa.itmedia.co.jp/
ホームページ上で発表されている調査データを横断的に検索可能

市場調査

参考となる情報源
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業界紙誌 様々な業種・業界の専門雑誌などがある。公立の図書館などで閲覧できる場合も
あり。

参考となる情報源
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カオスマップ 様々な業種・業界のサービスとプレーヤーなどが一覧整理されている。
(一部、営業ものもあるので注意)

参考となる情報源
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業界団体の統計 民間の団体等が発表する279種類の統計データについて、そのリンク先をまとめてい
る。

http://www.jstat.or.jp/ 一般財団法人日本統計協会
http://www.jstat.or.jp/content/民間の統計/

参考となる情報源
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生の声収集 ミルトーク ネットで聞きたいことを収集
無料で１日3件×100件まで受付、30件閲覧可能。
日本最大のネット調査会社マクロミルが運営。有料オプションもあり。

参考となる情報源



Page 81
©(株)道家経営･法務事務所

クロスロケーションズ「全国業種業態・主要都市人流グラフ」
https://www.x-locations.com/

夏休みに入って、前
日比で相当人手が
増えていますね。
特に、ドラッグスト
ア､ホームセンター
で伸びています。

人流グラフ

参考となる情報源
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お客様の声 最も価値ある、資料。生声に優るものはない。
実際のお客さまからの声は、実は届きにくいが、最近ではネット上での書き
込みなども参考になる。

飲食業:食べログ

宿泊業:じゃらん
その他、取引先からの評判、競合他社からの評価なども参考
に。

参考となる情報源
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Google Map

この情報を活用すると…

https://www.google.co.jp/maps/

参考となる情報源
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技術・特許・商標 特許情報プラットフォーム(特許庁)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
特許・商標などを検索可能。技術動向のレポートも充実。

参考となる情報源
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他社との財務比較(ローカルベンチマーク)

http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/

②14個の決算数字をいれる

①業種を選ぶ

EXCELのファイルで利用可能(無料)

③他社との比較による「点数」が算出される

1. 農業
2. 建設業
3. 製造業
4. 卸売業
5. 小売業

6. 飲食業
7. 不動産業
8. 運輸業
9. エネルギー
10.サービス業

11.医療業
12.保険衛生、廃

棄物処理業
13.観光業

参考となる情報源
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経営自己診断システム 中小企業基盤整備機構提供。簡単に他社との財務面での比較ができ、課題が明らかになる。

http://k-sindan.smrj.go.jp/

他社との財務比較(経営自己診断システム)

参考となる情報源



Page 87
©(株)道家経営･法務事務所

内容

① 事業計画策定の意義
② 計画書作成の大枠
③ 計画書を具体化する必須項目
④ 計画書作成（実践）
⑤ 活用できる補助金
⑥ 小規模事業者持続化補助金の内容紹介
⑦ 採択後のステップとフォローアップ

参考1:参考となる情報源
参考2:電子申請「GビズIDプライム」の取得方法▶
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GビズID(gBizID)とは
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GビズID(gBizID)でできる電子申請サービス(2021年4月現在)
サービス名 ホームページ 内容 担当省庁

jGrants
https://www.jgrants-
portal.go.jp 公募から事後手続まで全プロセスをデジタル化した補助金申請システム 経済産業省

社会保険手続きの電子申請
https://www.nenkin.go.jp/dens
hibenri/e-gov2.html

社会保険の手続きを電子申請で行うための「届書作成プログラム」の提供や利用方法な
どについてご紹介

日本年金機
構

保安ネット
https://www.meti.go.jp/policy/
safety_security/industrial_safet
y/hoan-net/

産業保安・製品安全分野の一部手続きをインターネットで提出するサービス 経済産業省

農林水産省共通申請サービス https://e.maff.go.jp 農林水産省の申請手続きをオンラインで共通的におこなえるサービスです 農林水産省

ミラサポplus https://mirasapo-plus.go.jp

中小企業向け補助金、支援サイトです。①支援制度検索、事例検索、②各電子申請サイト
へのポータル機能、③電子申請入力補助機能（e-Taxを始めとする外部からの情報取得
など）、④経営状況の可視化ツールが利用できます。

中小企業庁

省エネ法定期報告書情報提供
システム

https://shoene-
opendata.meti.go.jp 特定事業者等向けに省エネ取組に有用となる情報を提供するシステム

資源エネル
ギー庁

鉱業原簿登録更新サイト
https://www.kougyougenbotou
roku.meti.go.jp/genbo/jsf/j/WJ
0001.xhtml

鉱業権設定に係る登録免許税納付後から鉱業原簿への登録手続き
資源エネル
ギー庁

令和元年度補正事業承継補助
金

https://www.shokei-hojo.jp/
事業承継（事業再編、事業統合を含む）を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模
事業者等に対して、その取組に要する経費の一部を補助する補助金です。

中小企業庁

経営力向上計画申請プラット
フォーム

https://www.keieiryoku.go.jp/ 経営力向上計画を認定された事業者は税制や金融の支援等が受けられます
経済産業省
ほか

IT導入補助金2021 https://www.it-hojo.jp/
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合った
ITツールを導入する経費の一部を補助する制度です。

経済産業省

情報処理支援機関【スマート
SMEサポーター】認定制度

https://smartsme.go.jp/
中小企業の生産性向上に資するITツールを提供するITベンダー等のIT導入支援者を
「情報処理支援機関」として認定する制度です。

中小企業庁

認定経営革新等支援機関電子
申請システム

https://www.ninteishien.go.jp/
経営革新等支援機関としての認定を受けるための申請手続をオンラインで行えるサービ
スです。

中小企業庁

食品衛生申請等システム https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/ 食品リコール情報の公開、営業許可申請・届出が行えます。 厚生労働省

DX推進ポータル https://dx-portal.ipa.go.jp
企業のDX推進のための支援サイトです。①DX推進指標による自己診断、②DX認定制
度への各種申請手続き、③DX銘柄制度への各種申請手続き、が利用できます。

経済産業省

TeCOT（海外渡航者新型コロ
ナウイルス検査センター）

https://www.meti.go.jp/policy/i
nvestment/tecot/top.html

ビジネス渡航者等がオンライン上でPCR等検査可能な医療機関を検索・予約できるサー
ビスを提供しています。

経済産業省

e-Gov https://www.e-gov.go.jp/
行政情報の総合的な検索・案内サービスの提供、各府省に対するオンライン申請・届出等
の手続の窓口サービスの提供を行う行政のポータルサイトです。

総務省

栃木県地域企業感染症対策支
援補助金総合サイト

https://www.tochigi-
kansentaisaku.com/ 補助金の申請等各種オンライン手続 栃木県

事業継続力強化計画電子申請
システム

https://www.keizokuryoku.go.j
p/ 事業継続力強化計画の申請手続をオンラインで行えるサービスです。 中小企業庁

Gビズフォーム https://form.gbiz.go.jp 経済産業省が受け付ける各種電子申請を行うことができるポータル 経済産業省

石油流通ネット https://www.sekiyu-net.go.jp/ 特定事業者等向けに石油流通に有用となる情報を提供するシステム 経済産業省

再生可能エネルギー電子申請
システム

https://www.fit-portal.go.jp/ 固定価格買取制度の事業計画認定のための申請、定期報告を行えるシステム
資源エネル
ギー庁

https //hiryotouroku
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GビズID(gBizID)のホームページ
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GビズID(gBizID)プライムの取得方法① 準備とアクセス
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GビズID(gBizID)プライムの取得方法② 入力(法人の場合)
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GビズID(gBizID)プライムの取得方法② 入力(個人事業主の場合)
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GビズID(gBizID)プライムの取得方法③ 入力確認と印刷
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GビズID(gBizID)プライムの取得方法④ 押印・記入→郵送
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GビズID(gBizID)プライムの取得方法⑤ 審査状況の確認
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GビズID(gBizID)プライムの取得方法⑥ 審査結果とパスワード設定
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GビズID(gBizID)プライムのログイン方法
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大手広告会社の社内教育部門およびマーケティング企画部門にて、各種マーケティング計画の立案実施や新
事業計画等の立案実施等を担当。平成24年4月中小企業診断士登録、平成24年7月独立開業。平成26年4
月 株式会社道家経営・法務事務所設立。代表取締役就任。

独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部地域支援ネットコーディネーター(H25.5～)、中小企業支援
チーフアドバイザー(H27.4～)、中小企業アドバイザー(経営支援)(R2.4～)

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター登録アドバイザー(H24.7～)

岐阜商工会議所ぎふエキスパートバンク エキスパート(H24.9～)

岐阜県商工会連合会エキスパート、三重県商工会連合会エキスパート(H26.3～)

商店街よろずアドバイザー(H26.4～)

岐阜県中小企業診断士協会副会長(H30.5～)

愛知県立芸術大学非常勤講師(R2.4～)

資格:中小企業診断士、行政書士、知的財産アナリスト

事業に、暮らしに、まちに、元気を。
株式会社 道家経営・法務事務所

道家 睦明
どうけ むつあき

090-3569-3539 / mutsuaki@dohke.net
岐阜県羽島郡笠松町門間534



事業計画をつくって、前へ進もう!
持続的な経営へ!

持続化補助金実施フォローアップ編

2022年9月

株式会社道家経営･法務事務所
代表取締役・中小企業診断士

道家 睦明

岐阜商工会議所

令和4年度伴走型小規模事業者支援推進事業
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採択後の補助事業の案内

https://r3.jizokukahojokin.info/saitakuinfo
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採択後のステップとフォローアップ

採択される 交付される 実施する 報告する 検査される 確定される 請求する 入金される

期限までに支払や報告をしないと、
補助金は支払われない!

補助事業実施期限 |

報告期限 |

支出毎に、見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、
領収書、預金通帳の該当部分の写し、事前事後の証
拠写真等の必要な証拠書類の提出が必要です。

精算払請求を提出。

事業効果報告

1年毎に、事業の効果や設備等の使用
状況等についての報告が必要です。

終了後毎年(5年間等)

事業効果報告 事業効果報告 事業効果報告事業効果報告

補助事業の完了年度の後、
5年間は帳簿保存。

設備等の処分は一定期間に
ついて、承認が必要。
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採択後のステップとフォローアップ ～実施から報告・申請まで～

見積書
発注書
契約書

納品書
完了報告書
完了確認書

請求書
通帳の
コピー

納品物
の写真
(事前事後)

配布先
リスト
(配布物)

受払簿
(開発費用)

事業実施期限

業者
選定

理由書

銀行振込
のみ

採択日 交付決定日

実績
報告書
経費支出管
理表および
支出内訳書

銀行振込
のみ
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採択後のステップとフォローアップ ～事業実施報告書～
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採択後のステップとフォローアップ ～事業実施報告書～
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採択後のステップとフォローアップ ～実施報告書[経費支出管理表]～


