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１-１．給付金(助成金)と補助金の違い 国の制度では

2

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

持続化給付金

特別定額給付金

千葉県感染拡大防止対策協力金

雇用調整助成金

条件に合致していれば、申請した事
業者全てが受給できる

＊国の提供する助成金

→厚生労働省管轄の「人にまつわる」補助

条件に合致している人の申請書
に点数をつけ、高得点の人だけ
がもらえる

いい内容の事業計画を
読み手に伝わるように
作成する必要あり

千葉県中小企業等事業継続支援金



１-２．どの補助金にチャレンジするか
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まず、「どのような事業を行いたいか」を考える

→ 会社の状況と事業の内容（プラス投資規模）から、もっとも適切
な補助金を選択して、チャレンジを検討する。

例１）小規模事業者の小売店が、陳列レイアウトを改良するために80万円の投資をして

店舗改装を行う → 「小規模事業者持続化補助金」 かな？

例２）社員数10名の金属加工業の会社が、より精度の高い製品を作るために1,200万

の投資をして最新型の工作機械を導入する

→ 「ものづくり補助金」 かな？

例３）海外からのインバウンド客が主要顧客だった旅館が、新型コロナの

影響で売上激減！3,000万円の投資をして、フィットネスジムの

経営に参入する

→ 「事業再構築補助金」 かな？



１-３．各補助金の比較

補助金の種類 ものづくり補助金

補助上限金額
企業規模と応募枠により
500万円～１億5,000万円
（通常枠最大8,000万円）

企業規模と応募枠により
750万円～3,000万円
（通常枠最大1,250万円）

応募枠により
50万円、100万円、200万円
（通常枠は50万円）

補助率 1/2または2/3、3/4 1/2または2/3 2/3または3/4

申請可能な事業者
原則、コロナにより売上等が
10％以上減少していること（他
細かい条件多数）

少なくとも年率1.5%以上の賃
上げを実施する事業者

小規模事業者（製造業建設
業は20名以下、サービス / 小
売 / 飲食業は5名以下）

補助対象事業
新たな分野への参入など思い切っ
た事業再構築の取組
（新たな試み）

革新的サービス開発、試作品
開発、生産プロセスの改善のた
めの設備投資（生産性が向上
すること）

地道な販路開拓(と生産性向
上)の取組

よくある事業例
新事業に必要な設備の購入や
建物の建設（改装など）

最新設備・システムの導入
（工作機械、製造装置、ドロー
ン、歯科CTなど）

店舗改装・販促用チラシ作成・
展示会出展・設備の購入など

難易度
かなり難しい（書類のとりまとめも
難しい）

難しい 普通
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１-４．申請書作成のポイント 良い=採択される事業計画とは？
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実現可能性 技術的にも事業的にも実現可能性が高い

主体的な活動 事業者が主体的に活動すること

事業遂行能力 補助事業を遂行するための必要な能力を有していること

強みを活かす 事業者の技術やノウハウ等を基にした取組であること

シナジー効果 既存事業とのシナジー効果が発揮される取組であること

費用対効果 投資金額を短い期間で回収できる取組であること

必要記載項目 公募要領で求められている必要記載項目を網羅している

審査項目 公募要領に記載している審査項目に合致している

加点項目 いくつかの加点項目を満たしている

公募要領で
確認

良い事業計画
を作成する



１-５．補助金を知る → ポータルサイトが大切です！
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補助金の概要、申請必要要件（対象になる人、対象になる事業など）、
スケジュール（申請締切日など）、公募要領、申請方法、
申請に使うフォーマット、事例、よくある質問、緊急のお知らせ、変更など

ポータルサイトは頻繁に確認する必要があります。



１-６．補助金を知る → 公募要領が大切です！

7

補助金額、補助率、補助対象要件、公募期間、申請方法、手続きの流れ、
補助対象経費、必要書類、必要記載項目、審査項目、加点項目など

公募要領に書いていることがほぼすべて。必ず隅々まで確認！



１-７．申請に前に（共通）

gBizIDプライムについて

・ 1つのアカウントで複数の行政サービスを利用することのできる認証システム

・ gビズIDプライムに登録しIDとパスワードを取得することで、補助金の電子申請が無料で可能

・ 経済産業省の補助金の申請においては、gBizIDプライムアカウント（ID・パスワード等）がほぼ必須

・ gビズIDプライムはアカウント作成には登録申請書に加え、印鑑証明書や代表者印

（個人の場合は実印）が必要であり、登録完了までに１週間程度かかる

・必須でない場合も、加点措置など優遇措置がある。
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GビズIDプライムアカ
ウントを取得

→電子申請システム
「Jグランツ」にログイン

→補助金申請



１-８．手続きの流れ（共通）

参考：令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領

補助金の支払いは
設備の購入等が終
わり、実績報告・確
定検査が終わってか
ら

→ 設備購入時は
補助金相当額を立
替払いする必要あり

→ 事前に資金繰り
を確認しておく

設備費の
立替払いはここ
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2.事業再構築補助金
中小企業等事業再構築促進事業
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【事業概要】
本事業は、新型コロナウイルス感染症の影
響が長期化し、当面の需要や売上の回復が
期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時
代の経済社会の変化に対応するために新分
野展開、業態転換、事業・業種転換、事業
再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大
等、思い切った事業再構築に意欲を有する
中小企業等の挑戦を支援することで、日本
経済の構造転換を促すことを目的と します。



２-１．補助金の目的と主要申請要件
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「思い切った事業
再構築」に対して
支援をする

個人事業主もＯＫ
大企業は不可

まずはこの条件を満たして
いるか確認する

参考：事業再構築補助金の概要・ 事業再構築指針の手引き・令和二年度第三次補正 令和三年度補正 令和四年度予備費 事業再構築補助金 公募要領



２-２．申請要件（売上高減少要件）

12

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 1,537 979 866 930 1,083 1,339 952 1,255 1,515 1,351 1,046 1,278

2020年 840 1,042 1,141 866 838 777 1,029 863 877 1,079 904 1,068

2021年 855 1,077 763 1,167 783 810 831 1,096 653 641 937 754

2022年 1,006 784 653 942

2020年4月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高 が、コロナ以前（2019年又は
2020年１月～３月）の同３か月の合計売上高と比較して10％以上減少していること。

2020年4月以降の連続する6か月間

コ ロ ナ 以 前
（2019年又
は 2020 年 1
月～3月）

2020年4月以降の連続する
６か月間のうち、任意の３か月

2021年1月 2021年3月 2021年6月 合計

855 763 810 2,428

コロナ以前の同3か月
2019年1月 2020年3月 2019年6月 合計

1,537 1,141 1,339 4,017

減少率（％） 44.4％ 33.1％ 39.5％ 39.6％

コ ロ ナ 以 降
（2020年４
月～）

3か月の合計が10％以上
減少していれば売上高減少
要件に適応

10％以上減少していない月があっても可
減少率がマイナス（売上高増加）の月があっても可



２‐３．事業再構築の類型

市場の新規性

①既存製品等と新製品
等の代替性が低いこと

需要が代替され、売上が
減少しない

B

製品等の新規性

①過去に製造等した
実績がない

②主要な設備を変更
③定量的に性能又は効能

が異なる
（計測できる場合）

A

①～③全て満たす必要がある

売上高10％

①事業計画終了後、新たな製品等の
（又は製造方法等の）売上高が

総売上高の10％以上となること

C

売上高構成比

①事業計画終了後、新たな製品等の属する事業
（又は業種）が売上高構成比の最も高い事業
（又は業種）となること

D

製造方法等の新規性

①製造業の場合のみ、「過去に同じ方法で製
造等していた実績がない」他はAと
ほぼ同様

E

商品等の新規性又は設備撤去等

①既存の設備の撤去や既存の店舗
の縮小等を伴うもの

F

事業再構築の類型 ① 新 分 野 展 開

② 事 業 転 換

③ 業 種 転 換

④ 業 態 転 換

⑤ 事 業 再 編

新たな製品等で新たな市場に進出 「航空機部品製造業者が新たに医療機器部品を製造」
Ⓐ製品等の新規性、Ⓑ市場の新規性、Ⓒ売上高10％

主な「事業」を転換 「航空機部品製造業者が新たに医療機器部品を製造」
Ⓐ製品等の新規性、Ⓑ市場の新規性、Ⓓ売上高構成比（社内で最大の事業は新事業に）

主な「業種」を転換 「航空機部品製造業者が新たにドローン部品小売販売店を運営」
Ⓐ製品等の新規性、 Ⓑ市場の新規性、 Ⓓ売上高構成比（社内で最大の事業は新事業に）

製造方法の変更 Ⓔ製造方法等の新規性、Ⓐ製品等の新規性、Ⓒ売上高10%
提供方法の変更 Ⓔ製造方法等の新規性、Ⓕ商品等の新規性又は設備撤去等、Ⓒ売上高10%
「居酒屋が新たに弁当の宅配事業を開始」

「合併」「会社分割」「株式交換」「株式移転」「事業譲渡」などの組織の再編を行いながら、
①新分野展開・②事業転換・ ③業種転換又は④業態転換のいずれかを行う

13

このケースが
多いです



２‐４．事業再構築の例 事業再構築補助金の概要8.0版より
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従来事業 新事業 補助対象

金属表面加工 特殊な金属表面加工 建物建設、加工設備購入

民泊 旅館業法に即した旅館運営 建物改修

イベント企画 プロモーションビデオ作成 ドローン購入

宿泊施設運営 ワーケーション施設運営 建物改修

中古車販売 車検、整備 建物改修、整備道具購入

結婚式場運営 オンラインイベントシステムの開発・販売 厨房設備、ロボット購入

とび工事業 フィットネスジム運営 建物改修、ジム設備購入

研修事業 金属製品製造 製造設備購入

「新しい事業」はこれまでの事業と関連が深いケースも
全く関係ないケースもあります

既存事業
との違い

下に行く
ほど大きい

２‐５．事業再構築の例
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２-６．応募枠の種類と特徴
類型（申請枠） 申請可能者 補助上限額 補助率 特徴

通常枠
事業再構築に取り組む中小企
業等

2,000万円、
4,000万円、
6,000万円、
8,000万円

中小2/3
中堅1/2

もっとも申請が多い、一般的な申
請枠

回復・再生応援枠

売上が30％以上減少している
月がある、または中小企業活
性化協議会等から支援を受け
ている

500万円、
1,000万円、
1,500万円

中小3/4
中堅2/3

比較的採択率が高い特別枠（この
枠で不採択の場合、通常枠で再審
査される）

最低賃金枠
売上が30％以上減少している
月があり、最低賃金＋30円以
内で雇用している従業員が全
体10％以上いる

最も採択率が高い特別枠（加点措
置が行われ、回復・再生応援枠に
比べて採択率において優遇され
る）

大規模賃金引上枠

従業員101人以上、事業期間
中年額45円以上の賃上げと
1.5％以上の従業員数の増員
が必要

1億円
中小2/3
中堅1/2

応募要件が厳しく利用できる企業
は限られる

グリーン成長枠
グリーン成長戦略「実行計
画」14 分野の課題の解決に
資する取組を行う中小企業等

1億円、
1.5億円

中小1/2
中堅1/3

過去に採択を受けた企業や売上が
低下していない企業も応募可能な
ため採択を勝ち取るのは難しい
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２-７．応募枠の種類と特徴
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通常枠

応募要件

➢ 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
➢ 2020年4月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前（2019 

年又は2020年１月～３月）の同３か月の合計売上高と比較して10％以上減少していること、
または、2020年4月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計付加価値額が、コロナ
以前（2019 年又は2020年１月～３月）の同３か月の合計付加価値額と比較して15％以上減少し
ていること【売上高等減少要件】

➢ 事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定
経営革新等支援機関及び金融機関（金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関の
みでも可）と策定していること【認定支援機関要件】

➢ 補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0％以上増加、又は従業員一人当たり付加価
値額の年率平均3.0％以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】

補助金上限額
【従業員数20人以下】100万円～2,000万円 【従業員数21～50人】100万円～4,000万円
【従業員数51人～100人】100万円～6,000万円 【従業員数101人以上】100万円～8,000万円

補助率
中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)

特徴 最も一般的な応募枠。全体の75%を占め第1から6回まで合計の採択率は35.2％（再構築計44.6%）。



２-８．応募枠の種類と特徴
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回復・再生応援枠

応募要件

通常枠の【事業再構築要件】・【売上高等減少要件】・【認定支援機関要件】
➢ 以下の（ア）又は（イ）のいずれかの要件を満たすこと【回復・再生要件】

（ア）2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対2020年又は2019年同月比で30％以上減少
していること
または、2021年10月以降のいずれかの月の付加価値額が対2020年又は2019年同月比で
45％以上減少していること

（イ）中小企業活性化協議会等から支援を受け再生計画等を策定していること

補助金上限額
【従業員数５人以下】100 万円 ～ 500 万円 【従業員数６~20 人】100 万円 ～ 1,000 万円
【従業員数21人以上】100万円～ 1,500万円

補助率 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3

特徴 補助金の上限額が低いが補助率が良い。 通常枠より採択率が高い。



２-９．応募枠の種類と特徴（追加）
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原油価格・物価高騰等緊急対策枠（緊急対策枠）

応募要件

第7回公募から急遽追加。新型コロナの影響を受けつつ、加えてウクライナ情勢の緊迫化
等による原油価格・物価高騰等の予期せぬ経済環境の変化の影響を受けている中小企業
等によるポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した事業再構築を支
援。
➢ 足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けたことにより、2022年1月以降の連

続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年～2021年の同３か月の合計売上高と
比較して10％以上減少していること等（※１）。また、コロナによって影響を受けていること
（※２）。【緊急対策要件】 売上高に代えて付加価値額を用いることも可能

➢ 事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経
営革新等支援機関及び金融機関（金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみ
でも可）と策定していること【認定支援機関要件】

➢ 補助事業終了後3～5年で付加価値額の年率平均3.0％以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額
の年率平均3.0％以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】

補助金上限額
中小企業等、中堅企業等ともに 【従業員5人以下】100万円～1,000万円 【従業員６～20人】100
万円～2,000万円【従業員21～50人】100万円～3,000万円【従業員51人以上】100万円～4,000万円

補助率 中小企業者等 3/4   中堅企業等 2/3

特徴 補助金の上限額が他の特別枠よりも多い。



２-１０．補助対象経費

20

建物の新築に要する経費
は、真に必要不可欠であ
ること及び代替手段が存
在しない場合に限り認め
られる。「新築の必要性
に関する説明書」を提出
する必要あり。

建物費はものづくり補助
金では使えない。事業再
構築補助金の特徴！

建物のように見えても、屋
根や周壁がなければ構築物。
塀、防護壁、道路も構築物
なので、補助対象外。

その他、家賃、ソーラー
パネルなども補助対象外。
公募要領でよく確認する！
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ポータイルサイトに10件の採択事例が掲載

２‐１１．採択を受けた申請書が確認できる



２-１２．必要提出書類

非常に複雑！（特に売上高が減少したことを示す書類）

必ず「公募要領」で細かいところまでチェックしてください

提出書類 備考

事業計画書
様式自由、A４で15ページ以内（補助金額1,500
万円以下の場合は10ページ以内）

認定経営革新等支援機関による確
認書

補助金額3,000万円以上の場合は金融機関による
確認書が必要

コロナ以前に比べて売上高または
付加価値額が減少したことを示す
書類

確定申告書別表一、法人事業概況説明書、
e-TAX受信通知、売上台帳など
どの年度のものを提出するかなど、
間違えやすいので細心の注意が必要

決算書等
直近２年間の貸借対照表、損益計算書、
製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表

経済産業省ミラサポ plus「電子申
請サポート」により作成した事業
財務情報

「ミラサポ plus」というサイトに決算情報を
入力して作成する

労働者名簿 労働基準法に基づく労働者名簿の写し

建物の新築が必要であることを説
明する書類

建物の新築に係る経費を補助対象経費として
計上している場合のみ

リース料軽減計算書 リース会社と共同申請する場合

リース会社が適切にリース取引を
行うことについての宣誓書

リース会社と共同申請する場合

提出書類 備考

賃金引上げ計画の表明書
大規模賃金引上枠で申請する場合のみ
賃上げをすることを従業員に表明したことが
分かる書面と従業員すべての賃金台帳

コロナ以前に比べて売上高また
は付加価値額が大きく減少した
ことを示す書類

回復・再生応援枠での申請、または【大きく売上
が減少しており業況が厳しい事業者に対する加
点】を取る場合

中小企業活性化協議会等から支
援を受けていることを証明する
書類

回復・再生応援枠での申請、または【事業再生を
行う者に対する加点】を取る場合

事業場内最低賃金を示す書類 最低賃金枠で申請する場合のみ

研究開発・技術開発計画書 又は
人材育成計画書

グリーン成長枠で申請する場合のみ

別事業要件及び能力評価要件の
説明書

過去の公募回で採択されている事業者の場合

連携の必要性を示す書類
複数の事業者が連携して事業に取り組む場合、
代表申請者が提出

連携体の構成員それぞれが事業
再構築要件を満たすことを説明
する書類

複数の事業者が連携して事業に取り組む場合、
連 携体の構成員が提出
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本事業で取得する主な資産

①本事業により取得する主な資産（単
価50万円以上の建物、機械装置・シ
ステム等）の名称、分類、取得予定
価格等

☞ 補助事業実施期間中に、別途、取得財
産管理台帳を整備

収益計画

①本事業の実施体制、スケジュール、資金
調達計画等を記載

②収益計画（表）における「付加価値額」
の算出については、算出根拠を記載

③収益計画（表）で示された数値は、
補助事業終了後も、毎年度の事業化
状況等報告等において伸び率の達成
状況の確認が行われる

２‐１３．申請書の記載内容

補助事業の具体的取組内容

① 現在の事業の状況、強み・弱み、機会・脅威、事
業環境、事業再構築の必要性、事業再構築の
具体的内容（提供する製品・ サービス、導入する
設備、工事等）、今回の補助事業で実施する新

分野展開や業態転換、事業・業種換等の取組、
事業再編又はこれらの取組

☞ 事業実施期間内に投資する建物の建設・改修等
の予定、機械装置等の型番、取得時期や技術の
導入や専門家の助言、研修等の時期のスケジュール

☞ 必要に応じて、図表や写真等を使用

②どの種類の事業再構築の類型に応募するか、
どの種類の再構築なのか

☞ 事業再構築指針とその手引きを確認して記載

③ 補助事業を行うことで、どのように他者、既存事業
と差別化し競争力強化が実現するか

☞ その方法や仕組み、実施体制等

④ 既存事業の縮小又は廃止、省人化により、従業員
の解雇を伴う場合、再就職支援の計画等の従業
員への適切な配慮の取組がされているか

将来の展望（事業化に向けて想定
している市場及び期待される効果）

①本事業の成果が寄与すると想定している具
体的なユーザー、マーケット及び市場規模
等について、その成果の価格的・性能的な
優位性・収益性や課題やリスクとその解決
方法

☞経済産業省の市場動向等を簡易に把握で
きる「統計分析ツール」を活用可能

②本事業の成果の事業化見込みについて

☞ 目標となる時期・売上規模・量産化時の
製品等の価格等の根拠を記載

③必要に応じて図表や写真等を用い、具体
的に記載

最大15ページで作成してください
（緊急事態宣言特別枠及び補助金額
1,500万円以下の場合は10ページ以内）
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２‐１４．申請書の審査項目

事業化点

①事業実施体制
☞ 事業遂行のための社内外の体制図や

技術的、財務・事務能力がある根拠

②市場ニーズの有無

☞ 競合他社の動向を把握

③事業化までのスケジュールの妥当性
☞ 遂行方法が具体的に示されているか？

※取組内容の項目毎にスケジュールを

図・ガントチャート等で明確に提示

④補助事業としての費用対効果
☞ ※実現の可能性は高いか

補助要件の付加価値額＋3%以上/年

A

再構築点

①事業再構築指針に沿った取組み

☞ 2-1特徴の内容が反映されているか

リスクを伴う大胆な事業の再構築

②既存事業における著しい売上減少

☞ 新型コロナウイルスの影響で深刻な被害が

生じており、事業再構築を行う必要性や
緊要性が高いか

③リソースの最適化を図る取組み

☞ 戦略的な組み合わせ「選択と集中」

④地域のイノベーションに貢献
☞ 先端的なデジタル技術の活用、

新しいビジネスモデルが地域のイノベーション

に貢献する事業

政策点

①我が国の経済成長を牽引し得るか

☞ 日本経済の構造転換を促す

先端端的なデジタル技術の活用
低酸素技術の活用

②コロナ禍からのV字回復を達成する有効な
投資内容

☞ 新型コロナウイルスの事業環境に影響されない

③ニッチトップとなる潜在性
☞ グローバル市場でトップの地位を築く潜在性

差別化 【適切なマーケティング・独自性の

高い商品・サービス開発・厳格な品質管理】

④地域経済への波及効果
☞ 地域の特性を生かし、地域の経済成長を

力強く牽引する事業

⑤事業連係性

☞ 地域の特性を異なる強みを持つ複数の企業等

（大学等を含む)が共同→製品開発

B C

24

特に事業化点と再構築点を重視する！



２‐１５．加点項目

25

加点項目 条件

【大きく売上が減少しており業況が
厳しい事業者に対する加点】

2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対2020年又は2019年
同月比で30％以上減少していること（又は、2021年10月以降の
いずれかの月の付加価値額が、対2020年又は2019年同月比で45
％以上減少していること）。

【最低賃金枠申請事業者に対する加
点】

指定の要件を満たし、最低賃金枠に申請すること。

【経済産業省が行う EBPM の取組へ
の協力に対する加点】

データに基づく政策効果検証・事業改善を進める観点から、経
済産業省が行う EBPMの取組に対して、採否に関わらず、継続
的な情報提供が見込まれるものであるか。

【パートナーシップ構築宣言を行っ
ている事業者に対する加点】
※大規模賃金引上枠、グリーン成長
枠が対象

「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を
公表している事業者。（応募締切日時点）

【事業再生を行う者に対する加点】
事業再生計画の策定等で中小企業活性化協議会等から支援を受
けていること

特に事情がなければ
取る

大規模賃金引上枠、
グリーン成長枠の
場合は取る

多くの事業者が該当
する。売上を確認し
て該当していたら加
点を取る

※新たな加点として「原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けている事業者に対す
る加点」が追加されるています。こちらも公募要領を確認してください。



３．ものづくり補助金のルール
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

26

【事業概要の抜粋】
ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業
者等が今後複数年にわたり相次いで直面す
る制度変更（働き方改革や被用者保険の
適用拡大、賃上げ、インボイ ス導入等）等
に対応するため、中小企業・小規模事業者
等が取り組む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
投資等を支援するものです。



３‐１．対象事業

参考：令和元年度補正・令和3年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領 27

中小企業が経営革新のための
設備投資等に使える補助金です

・1,000万円または3,000万円

・補助率 １/２～ ２/３

新商品の試作品を
開発したい！

・750万円から※3,000万円

（※グローバル型）

・補助率 １/２～ ２/３

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

→ “新”を含む、事業者
にとって新しいことであれば
大丈夫！



３‐２．種類・応募枠と補助金額・補助率

一般型の特別枠（通常枠以外）の申請要件は、それぞれ個別に確認が必要です（次ページに一部抜粋）
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申請枠 補助上限 補助率 特徴

一般型

通常枠 従業員
5人以下：
100万円～750万円
6人～20人：
100万円～1,000万円
21人以上：
100万円～1,250万円

基本は1/２
小規模事業者や再
生事業者は２/３

約１０年間続く代表的な補助金、採
択率は30-50％程度

回復型賃上げ・
雇用拡大枠

2/3

前年度所得ゼロなど業績が厳しいもの
の、設備投資を実施し、給与支給総
額を増やす事業者向け

デジタル枠
DXを活用した生産性向上に必要な設
備投資

グリーン枠
5人以下：100万円～1,000万円
6人～20人：100万円～1,500万円
21人以上：100万円～2,000万円

温室効果ガスの排出削減・炭素生産
性向上を伴う設備投資

グローバル展開型 100万円～3,000万円
基本は1/２
小規模事業者や再
生事業者は２/３

海外事業の拡大・強化等を目的
①海外直接投資、②海外市場開拓、③インバウンド市
場開拓、④海外事業者との共同事業のいずれか



３‐３．種類・応募枠と補助金額・補助率
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３‐４．補助対象経費
補助できる経費
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３‐５．賃上げ要件について
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３‐６．賃上げ要件について

事業期間中給与総支給額を年率1.5%以上増加（2.0%、3.0％とすれば加点）
→ 事業計画終了時点の給与総支給額で確認

要領に記載の要件

３年計画：３年後の給与総支給額が基準年度より4.5％（1.5％×３）以上増加
５年計画：５年後の給与総支給額が基準年度より7.5％（1.5%×５）以上増加

具体的な必要条件

従業員20名、平均月給30万円の会社が３年計画を立てる場合
現状の年間給与総支給額：20名×30万円×12か月＝7,200万円
３年後の給与総支給額：7,200万円×104.5%＝7,524万円
7,524万円－7,200万円＝324万円
少なくとも３年後には324万円の賃上げが必要

事例
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３‐７．賃上げ要件について

最低限必要な賃上げ額

社員数

賃上げ率

年率1.5％
（必須）

年率2.0％
（加点）

年率3.0％
（加点）

20名 324 432 648

30名 486 648 972

40名 648 864 1,296

50名 810 1,080 1,620

社員数

賃上げ率

年率1.5％
（必須）

年率2.0％
（加点）

年率3.0％
（加点）

20名 540 720 1,080

30名 810 1,080 1,620

40名 1,080 1,440 2,160

50名 1,350 1,800 2,700

単位：万円 単位：万円平均給与30万円、３年計画 平均給与30万円、５年計画

最低限必要な賃上げイメージ コンスタントな賃上げイメージ
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３-８．ものづくり補助金の採択率

34

第１回 2020.4採
択以降の結果

第４回はもっとも厳
しく30.8%の採択
率 → 申請者数が
最多

第6回以降、事業
再構築補助金を選
択する事業者が増
加 → 申請者数が
減少し、採択率向
上



３‐９．必要書類
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３-１０．申請書の記載内容

記載箇所 記載内容

その１

今までの自社での取組みの経緯・内容（当社の特色・強みなど）

今回の補助事業で機械装置等を取得しなければならない必要性

課題を解決するため、不可欠な工程ごとの開発内容、材料や機械装置等

具体的な目標及びその具体的な達成手段

機械装置等の型番、取得時期や技術の導入時期についての詳細な
スケジュール

「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」又は「中小
サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」との関連性

どのように他者と差別化し競争力強化が実現するか

その２
具体的なユーザー、マーケット及び市場規模

成果の価格的・性能的な優位性・収益性

その３ 「付加価値額」や「給与支給総額」等の算出については、算出根拠
36



３‐１１．申請書の記載内容
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３‐１２．審査項目

A 技術面 事業化面 政策面B C

① 取組内容の革新性

② 課題や目標の明確さ

③ 課題の解決方法の優位性

④ 技術的能力

① 事業実施体制

② 市場ニーズの有無

③ 事業化までのスケジュール

の妥当性

④ 補助事業としての費用対効果

① 地域経済への波及効果

② ニッチトップとなる潜在性

③ 事業連携性

④イノベーション性

⑤感染リスク低減に資する投資であるか

（低感染リスク型ビジネス枠）

☞ 既存技術の転用や隠れた価値を発掘

自社にとって新たな取組になっているか？

※オンリーワンでなくても良い

☞ 問題点と課題を表示 ５W1H

【例】 QCD・人・開発・製造面 等

×単なる設備更新が目的

☞ 今まで工夫してきたことで解決できない理由

取組内容を示し、どんな結果が出たら課題

が解決するのかを説明（達成度）

※定量データで根拠を示す

☞ 独自技術やノウハウ、こだわり

☞ 事業遂行のための社内外の体制図や

技術的、財務・事務能力がある根拠

☞ 遂行方法が具体的に示されているか？

※取組内容の項目毎にスケジュールを

図・ガントチャート等で明確に提示

☞ 補助要件の付加価値額＋3%以上/年、

給与支給総額＋1.5%以上/年、

事業場内最低賃金≧地域別最低賃金＋30円

が反映された記載になっているか

※実現の可能性は高いか

☞ 地域の特性を生かし、地域の経済成長を

力強く牽引する事業

☞ グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性

差別化 【適切なマーケティング・独自性の

高い商品・サービス開発・厳格な品質管理】

☞ 異なる強みを持つ複数の共同体を構成し

製品開発→経済的波及効果

☞ 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術

の活用、環境に配慮した事業の実施

☞ ウィズコロナ・ポストコロナに向けた感染拡大を

抑えながら経済の持ち直しを図る
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４．小規模事業者持続化補助金とは

39

• 小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販
路開拓等の取組（例：新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客
層の獲得に向けた商品の改良・開発等）や、地道な販路開拓等と併せて行う業務
効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助する。

• 小規模事業者等の取り組みを補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規
模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とする。

【小規模事業者の定義】

※ただし、役員、個人事業主本人、日々雇い入れられる者、２か月以内の期間を定
めて雇用される者、または季節的業務に４か月以内の期間を定めて雇用される者
などはこの人数に含みません。

事業の種類 常時使用する従業員の数

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く） 5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下

製造業その他 20人以下



４-１．小規模事業者持続化補助金とは
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【対象となる小規模事業者の形態】

補助対象となりうる者 補助対象にならない者

⚫ 会社および会社に準ずる営利法人
（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、
特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人
（弁護士・税理士等））

⚫ 個人事業主（商工業者であること）
⚫ 一定の要件を満たした特定非営利活動法人

⚫ 医師、歯科医師、助産師
⚫ 系統出荷による収入のみである個人農業者（個人

の林業・水産業者についても同様）
⚫ 協同組合等の組合（企業組合・協業組合を除く）
⚫ 一般社団法人、公益社団法人
⚫ 一般財団法人、公益財団法人
⚫ 医療法人
⚫ 宗教法人
⚫ 学校法人
⚫ 農事組合法人
⚫ 社会福祉法人
⚫ 申請時点で開業していない創業予定者（例えば、

既に税務署に開業届を提出していても、開業届上
の開業日が申請日よりも後の場合は対象外）

⚫ 任意団体等

開業していない創業予定者
は申請できません。



４-２．対象事業

対象事業：策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。
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）のための取組であること。

・新商品を陳列するための棚の購入 ・新商品の開発にあたって必要な図書の購入

・新たな販促用チラシの作成、送付 ・新たな販促用チラシのポスティング

・新たな販促用ＰＲ（マスコミ媒体での広告等） ・国内外での商品ＰＲイベントの実施

・新たな販促品の調達、配布 ・新商品開発にともなう成分分析の依頼

・国内外の展示会、見本市への出展、
商談会への参加

・店舗改装（小売店の陳列レイアウト改良、
飲食店の店舗改修を含む。）

・新商品の開発

【補助対象となり得る販路開拓等の取組事例】

※ホームページの作成「のみ」の事業は不可になりました
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４-３．応募枠の種類と特徴
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類型（申請枠） 申請可能者 補助上限額 補助率 特徴

通常枠
地道な販路開拓に取り組む
小規模事業者

50万円

2/3

一般的な申請枠で、特別な要件は不要。補助
金上限額が低い。

インボイス枠
インボイス発行事業者の登
録をする免税事業者

100万円
免税事業者がインボイス発行事業者の登録を
することで補助金上限額が高くなる。

卒業枠
小規模事業者の従業員を
超えるように従業員を増やす
企業

200万円

従業員数を増やして小規模事業者から卒業す
ることで補助金上限額が高くなる。

後継者支援枠
アトツギ甲子園のファイナリス
ト

「アトツギ甲子園」のファイナリスト（今のところ全
国に30人）のみが申請可能な枠。

創業枠
特定創業支援等事業による
支援を受けて３年以内に開
業した事業者

３年以内に「特定創業支援事業」である創業
セミナーなどを受けて創業した事業者が申請可
能な枠。

賃金引上げ枠
最低賃金を既定の値まで引
き上げる事業者

2/3
または3/4

最低賃金を既定の値まで引き上げることで補助
金上限額が高くなる。赤字事業者は補助率が
3/4になる。



４-４．応募枠の種類と特徴
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通常枠

応募要件

➢ 小規模事業者であること
➢ 資本金又は出資金が５億円以上の法人に直接又は間接に100％株式保有されてい

ないこと（法人のみ)
➢ 直近過去３年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えて

いないこと
➢ 地道な販路開拓の取組を行うこと
➢ 本補助金の受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金（一般型、低感染リス

ク型ビジネス枠）で採択されていないこと

補助金上限額 50万円

補助率 2/3

特徴 一般的な応募枠で特別な要件は不要だが、補助金上限額が低い。



４-５．応募枠の種類と特徴
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インボイス枠

応募要件

通常枠の応募要件に加え、
➢ 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（適格
請求書）発行事業者の登録が確認できた事業者であること。

補助金上限額 100万円

補助率 2/3

特徴
免税事業者がインボイス発行事業者の登録をすることで補助金上限額が高くなる。
（ただし、免税事業者がインボイス発行事業者になると今まで免除されていた消費
税の納税義務が発生する。）



４-６．補助対象経費
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助対象経費科目 活用事例

①機械装置等費 製造装置の購入等

②広報費 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等

③ウェブサイト関連費
ウェブサイトやECサイト等を構築、更新、改修するために要する
経費

④展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等

⑤旅費 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・システムの試作開発費等（販売商品の原材料費は対象外）

⑦資料購入費 補助事業に関連する資料・図書等

⑧雑役務費 補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員費用

⑨借料 機器・設備のリース・レンタル料（所有権移転を伴わないもの）

⑩設備処分費 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等

⑪委託・外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼（契約必須）

ウェブサイト関連費
は、補助金交付申請
額の１／４が上限
（ホームページを作
るだけの事業は不可
になりました）



４-７．経営計画書兼補助事業計画書
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＜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

＜補助事業計画＞

１．補助事業で行う事業名

２．販路開拓等（生産性向上）の取組内容

３．業務効率化（生産性向上）の取組内容（任意記入）

４．補助事業の効果

ここ

A4サイズ８ページ以内で作成



４-８．必要書類

47

計画書８ページ
上限

商工会議所に
作成してもらう



４-９．必要書類
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必要書類は多数あり！
早めに準備し、商工会議所の方に
確認してもらうことを推奨します。



４-10．加点項目
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加点項目 概要

パワーアップ型加点

●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
●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

内容的に合致する事
業計画にすれば加点
になる

経営力向上計画の認
定を受ければ加点に
なる

電子申請をすれば加
点になる



投資内容の検討
• 投資の妥当性・有効性・費用対効果を考えて、補助金が不採

択の場合でも、自己資金等で取り組む必要性があるか詳細に
検討する。

ホームページからの
情報収集

• ホームページにアクセスして必要な情報を随時収集する。
• 特に公募要領は重要、必ず一度は目を通す。

何を審査されるのか、審査項目を熟読し理解する。

具体的な事業計画書
• 具体的な記載にすること（形容詞は数字に置き換える）
• 特に収益計画は数字の根拠を示すこと

良い事業計画書＋
加点要素

• 分かりやすく見やすい計画書にして、審査員から高い評価を
得るような工夫をする

• 審査項目に沿った記載内容
• 加点対応

５-１．申請書作成のポイント どう書くか？

50



５-２．持続化補助金経営計画書・補助事業のポイント
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＜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

＜補助事業計画＞

１．補助事業で行う事業名

２．販路開拓等（生産性向上）の取組内容

３．業務効率化（生産性向上）の取組内容（任意記入）

４．補助事業の効果

（1）基本情報
（2）経営理念
（3）沿革
（4）店の体制
（5）店の特徴、顧客層
（6）売上、利益の高いメニュー
（7）コロナ発生前後の当社の状況
（8）売上の推移

（1）当店周りの市場の状況
（2）当店に対するニーズ
（3）競合店との差別化

（1）当店の強み
（2）当店の弱み

（1）経営方針
（2）これからのお店のコンセプト
（3）今後のプラン
（4）将来の目標（5ー10年後の姿）

（1）投資内容
（2）補助事業の遂行組織
（3）スケジュール

（1）売上高・粗利高の予測
（2）費用対効果

飲食店の
ケースの一例

章立ての工夫

30字以内の事業名

なし



５‐３．申請書作成のポイント どう書くか？
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客観的事実 客観的な事実に基づいた内容を詳細に記載していること

当店の焼肉は美味しいです。

具体性のある記述

記載内容が具体的であること
（社員個人名、競合他社の社名なども明記）

形容詞は数字に置き換える

・当店の焼肉は、なかやま牧場の２歳以下の仔牛
サーロインだけを（素材のこだわり）、１か月低温貯
蔵による熟成加工を行い（製造工程の工夫）、
特製の無煙ロースターで10分間焼き上げています
（調理の工夫）。

具体名

数字

数字



５‐４．申請書作成のポイント どう書くか？

架空企業の申請書

写真、図表を多用する
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架空企業の申請書

５‐５．申請書作成のポイント どう書くか？

市場動向の情報はネットなどで調べる
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６-１．その他 各補助金の今後の締切予定日
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12/22

12/9



GビズIDプライム
アカウント

• アカウントを取得して電子申請入力ができるようにしておく

ホームページからの
情報収集

• ホームページにアクセスして必要な情報を随時収集する
• 特に公募要領は重要、必ず一度は全ページに目を通すこと

（変更されるので注意！）
• 何を審査されるのか、審査項目を熟読し理解する！

具体的で分かりやすい見
やすい事業計画書

• 具体的な記載にする（形容詞は数字に置き換える）
• 特に収益計画は数字の根拠を示す
• 分かりやすく見やすい計画書にして、審査員から高い評価を得る
• 専門的な用語はできるだけ使わない
• 図表や写真を多く使う

コールセンターや公的機
関に相談する

• 不明点があれば、自分でコールセンターに確認する
• 認定支援機関や金融機関、また商工会議所・商工会、（公財）千

葉県産業振興センターなど公的機関の支援の機会を活用する

６-２．その他 最重要まとめポイント

56


