第９回認定自治体
第９回として認定した自治体（３７市町村）は以下のとおり。＜３６計画、３７市町村（２１道府県）、下線は共同申請＞

北海道6(6)

北見市、美唄市、岩内町、
長沼町、清里町、小清水町

青森県1(1)

鰺ヶ沢町

岩手県1(1)

宮古市

宮城県3(3)

気仙沼市、東松島市、柴田町

山形県1(1)

大石田町

茨城県3(3)

龍ヶ崎市、下妻市、稲敷市

栃木県1(1)

上三川町

埼玉県3(3)

本庄市、新座市、ふじみ野市

神奈川県1(2)

愛川町、清川村

富山県1(1)

滑川市

石川県1(1)

野々市市

山梨県1(1)

小菅村

長野県1(1)

宮田村

静岡県1(1)

牧之原市

愛知県1(1)

小牧市

京都府1(1)

宇治市

兵庫県4(4)

伊丹市、三田市、たつの市、上郡町

香川県1(1)

観音寺市

高知県1(1)

津野町

佐賀県2(2)

嬉野市、有田町

沖縄県1(1)

読谷村

＊上記に加えて計画変更申請自治体が６３件。
＊第１回、第２回、第３回、第４回、第５回、第６回、第７回、第８回認定申請と合わせて１，０５８件（４７都道府県１，１９５市区町村）
＊群馬県、福井県、滋賀県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、福岡県、長崎県、熊本県についてはすべての市町村で認定。
＊都道府県の後ろの数字は、計画数（市区町村数）となっている。
＊下線部は共同申請。

４．支援施策の概要（創業者向け）
特定創業支援事業を受けた創業者への支援
（１）認定を受けた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又
は創業した日以後５年を経過していない個人が会社を設立する際、登記に
かかる登録免許税が軽減（株式会社又は合同会社は、資本金の０．７％
→０．３５％※、合名会社又は合資会社は、１件につき６万円→３万円）されま
す。
※最低税額の場合、株式会社設立は１５万円が７．５万円、合同会社設立は
６万円が３万円にそれぞれ減額されます。
（２）無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が１，０００万円から１，５
００万円に拡充されます（既に創業している者についても特定創業支援事業
による支援を受けることにより保証枠が拡充します）。
（３）創業２ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始６ヶ
月前から利用の対象になります。
認定市区町村

認定連携創業支援事業者

特定創業支援
（市区町村が証明書発行）

信用保証協会

信用保証
特定創業支援を
受けた創業者
株式会社設立登記
法務局

信用保証の特例として１，５００万円まで
は、無担保、第三者保証人なしの創業
関連保証を実施します。
また、６月前から具体的な計画があれ
ば、創業関連保証を受けられます。
会社設立の際の登録免許税が半額と
なる支援が受けられます。

（４）日本政策金融公庫の融資制度
創業前または創業後税務申告を２期終えていない事業者に対する融
資制度である新創業融資制度について、創業資金総額の１／１０以上 10
の自己資金要件を満たす方として利用できます。

平成28年度
創業・第二創業促進補助金
【募集要項】

【募集期間】
平成２８年４月１日（金）
～平成２８年４月２８日（木）１７時（必着）
※電子申請は平成２８年４月２９日（金）１７時締切
【問い合わせ先】
創業・第二創業促進補助金事務局
住
所：〒１０４－００４５
：東京都中央区築地３－１７－９ 興和日東ビル３Ｆ
電
話：０３－５１４８－６５５１
受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00／月～金曜日（土日祝を除く。）
※郵便、宅配便等による送付又は電子申請により応募ください。
【ご注意】
・本補助金の申請に際しては、産業競争力強化法における認定市区町
村又は認定連携創業支援事業者による特定創業支援事業を受ける必
平成２６年３月
要があります。
（事務局名）
・各認定市区町村等による特定創業支援事業については、以下サイト
より、認定市区町村の窓口にお問い合わせ下さい。
（ＵＲＬ）https://www.mirasapo.jp/starting/specialist/chiikimadoguchi.html

・募集締切りの直前になると、認定市区町村又は認定連携創業支援機
関により対応が間に合わない場合がありますので、余裕をもって依
頼をしてください。

（平成２８年度

平成２８年4月
創業・第二創業促進補助金事務局）

Ⅰ．事業のご案内
１．事業の目的
「創業・第二創業促進補助金」は、新たに創業する者や第二創業を行う者に対して、その創業等に
要する経費の一部を助成（以下「補助」という。）する事業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ます。
※本補助金の対象となる事業の実施に当たっては、国が行う補助事業と同様に、『補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する法律』の規定が適用されます。

２．募集対象者
本補助金の募集対象者は、以下の（１）から（７）の要件をすべて満たす者であることが必要です。
（１） 「新たに創業する者」又は「第二創業を行う者」であること。
① 「新たに創業する者」とは、平成２８年４月１日以降に創業する者であって、補助事業期
間完了日までに個人開業又は会社（以下、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、その代表と
なる者。この場合の応募主体は、個人となります。
※応募者自らが以下の役職に就く必要があります。
・会社設立の場合…代表取締役あるいは代表社員
・企業組合・協業組合設立の場合…代表役員
・特定非営利活動法人設立の場合…理事長
※既に個人事業主であって、「個人事業主として追加的に新たな事業を開始する場合」や「新
規設立する会社で既存事業のみを実施する場合」は対象となりません。

② 「第二創業を行う者」とは、個人事業主、会社又は特定非営利活動法人であって、平成２
８年４月１日の６か月前の日（平成２７年１０月１日）から、公募開始日以降６か月以内
（平成２８年１０月１日）かつ補助事業期間完了日までの間に事業承継を行った者又は行
う予定の者が対象となります。また、平成２８年４月１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す。なお、代表者の承継は親族に限りませ
ん。
※上記①②における「会社」及び「個人事業主」とは、以下の定義に該当する「中小企業者」を指
します。
業種分類
製造業その他
（注１）
卸売業
小売業
サービス業
（注２）

定

義

資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時使用する従業員
の数が３００人以下の会社及び個人事業主
資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社又は常時使用する従業員
の数が１００人以下の会社及び個人事業主
資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は常時使用する従業
員の数が５０人以下の会社及び個人事業主
資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は常時使用する従業
員の数が１００人以下の会社及び個人事業主

注１ ゴム製品製造業（一部を除く）は資本金３億円以下又は従業員９００人以下
注２ 旅館業は資本金５千万円以下又は従業員２００人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金
３億円以下又は従業員３００人以下

※上記①②における「特定非営利活動法人」とは、中小企業者の振興に資する事業を行う者であっ
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て、以下のいずれかを満たす必要があります。
ア）中小企業者と連携して事業を行うもの
イ）中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するもの（社員総会におけ
る表決議の二分の一以上を中小企業者が有しているもの。）
ウ）新たな市場の創出を通じて、中小企業の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって、
有給職員を雇用するもの
なお、創業・第二創業促進補助金の採択と特定非営利活動法人の認証申請は一切関係ありません
ので、ご注意ください。
（２） 次のいずれかに該当する者（みなし大企業）でないこと。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企
業者
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者
※大企業とは、上記（１）で定義する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。
ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。
○ 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
○ 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
（３） 応募者が個人（※）の場合、日本国内に居住し、日本国内で事業を興す者であること。
応募者が法人の場合、日本国内に本社を置き、日本国内で事業を興す者であること。
※外国籍の方は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」
「３０条４５規定区分」の項目が明記された住民票を添付してください。
（４） 産業競争力強化法に基づく認定市区町村（第８回認定において申請予定の市区町村を含む。）に
おける創業であること。
※認定市区町村制度については次項(３. 産業競争力強化法に基づく重点的支援)参照
・本補助金の申請対象となる創業地域（認定市区町村等）はこちら↓
http://sogyo-hojo-28.jp/assets/files/160426ninteijichi.pdf
なお、第８回認定に向けて申請している市区町村での創業を予定しており、当該市区町村が認定
されなかった場合は、採択の対象となりません。
（５） 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者から同法第２条第２５項
に基づく認定特定創業支援事業を受ける者であること。
※特定創業支援事業については、次項（３．産業競争力強化法に基づく重点的支援）を参照。
（６） 訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。
（７） 応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと、また、反社会的勢力との関係
を有しないこと。
また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合も対象外とします。

３．産業競争力強化法に基づく重点的支援
産業競争力強化法（平成２５年１２月１１日法律第９８号）では、市区町村を中心とした創業支援事
業の取組が促進されるよう市区町村において創業支援事業に関する計画を作成し、この計画を国が認定、
支援することとしております。計画の認定を受けた市区町村では、商工会・商工会議所や金融機関等と
連携し、当該地域の創業者・創業希望者の支援を行っています。
本事業においては平成２７年度事業に引き続き産業競争力強化法に基づく認定市区町村での創業の
みを対象とします。
また、上記に加え、創業予定の認定市区町村又は当該認定市区町村の認定連携創業支援事業者から同
法に基づく認定特定創業支援事業を受ける者の事業のみを対象とします。 既に同事業を受けた者だけ
ではなく、補助事業期間中に同事業を受ける者についても対象とします。
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上記を証する書類として、既に同事業を受けた場合は、証明書の写しの提出が必要となります。また、
証明書が発行されていない場合や、補助事業期間中に受ける見込みのある場合は、認定市区町村又は認
定連携創業支援事業者からの確認書の提出が必要となります。（第二創業の場合は、同確認書の提出が
必要となります。）
・認定特定創業支援事業の実施状況については創業予定の認定市区町村へお問い合わせ下さい。
https://www.mirasapo.jp/starting/specialist/chiikimadoguchi.html

４．補助対象事業
本補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、以下の（１）から（５）の要件をすべ
て満たす事業であることが必要です。
（１） 既存技術の転用、隠れた価値の発掘（新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む。）
を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること。
（２） 産業競争力強化法第２条２５項に規定される特定創業支援事業を受ける者による事業であるこ
と。
（３） 金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業であること。
応募書類 事業計画書様式２の（２）④本事業全体に係る資金計画（第二創業においては（２）
③本事業全体に係る資金計画）における「金融機関からの外部資金の調達見込みについて」は、
必ず記入してください。なお、外部資金の調達は政府系金融機関の利用も可能です。その場合、
民間金融機関との協調融資もご検討ください。
（４） 以下の「創業」又は「第二創業」のいずれかに概ね合致するものであること。
事業内容
「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。
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
「第二創業」
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 新事業とは、これまで行ってきた事業とは異なる事業（『日本標準産業分類』の細分類によ
る）を行うこと。
・総務省ＨＰをご覧ください
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/
（５） 以下のいずれにも合致しないこと。
①公序良俗に問題のある事業
②公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業（風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第121号）第２条において規定する風俗営業など）
③国（独立行政法人を含む）の他の補助金、助成金を活用する事業
※本補助事業期間内に、同一の事業計画で国（独立行政法人を含む）の他の補助金、助成金の交
付を受けている、又は受けることが決まっている場合は対象外となります。
※また、同一の事業計画で他の補助金、助成金を申請中の場合で、いずれも採択された場合は、
どちらを活用するかを選択して頂きます。また、該当記入欄に記入がなく、後日事実が明らか
になった場合には、採択後であっても補助金の交付を取り消す場合があります。
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７．補助対象経費
補助事業実施のために必要となる経費となりますが、以下の①～③の条件をすべて満たすものを対象
とします。
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、補助事業期間内の契約・発注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
※人件費・店舗等借入費・設備リース費について、交付決定日より前の契約であっても、
交付決定日以降に支払った補助事業期間分の費用は、対象となります。
※下記に記載されている【対象となる経費】が対象となります。
その他、下記に例示された対象とならない経費、及び記載されていない経費は原則補助対
象外となります。
以下に【対象となる経費】、【対象とならない経費の一部】を例示しますのでご参照ください。
〔補助対象となる経費、ならない経費の主なもの（例示）〕
対
象
経
費 （例示）
Ⅰ．人件費
（１）人件費
【対象となる経費】
・本補助事業に直接従事する従業員（パート、アルバイトを含む。補助事業の実施のために必要となる交付決定日
より前に雇用した者を含む。）に対する給与（賞与・諸手当を含む。）、賃金
※日本国外で従事する従業員については、国内の事務所等と直接雇用契約を締結した邦人に限る。
※補助対象となる金額は、１人当たり月額３５万円が限度（ﾊﾟｰﾄ、ｱﾙﾊﾞｲﾄは１人当たり日額８千円が限度）
となります。
【対象とならない経費の一部】
・法人の場合は、代表者及び役員（監査役、会計参与を含む）の人件費
・組合の場合は、役員及び組合員の人件費
・個人事業主の場合は、本人及び個人事業主と生計を一にする三親等以内の親族の人件費
・雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費
・食事手当、レクリエーション手当等の飲食、娯楽に当たる手当
・通勤手当や交通費に含まれる消費税及び地方消費税相当額
・補助事業の実施のために交付決定日より前に雇用している者がいる場合、交付決定日より前に支払った給与、
賃金

Ⅱ．事業費
（１）創業等に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
【対象となる経費】
・国内での開業、法人設立、既存事業部門の廃止に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費
※作成経費内に下記のものが含まれている場合は、除外すること。
【対象とならない経費の一部】
・商号の登記・会社設立登記・廃業登記・登記事項変更等に係る登録免許税
・定款認証料、収入印紙代
・その他官公署へ対する各種証明類取得費用（印鑑証明等）
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（２）店舗等借入費
【対象となる経費】
・国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費
・国内の店舗・事務所・駐車場の借入に伴う仲介手数料
・住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専有部分に係る賃借料のみ
※間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る。
【対象とならない経費の一部】
・店舗・事務所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等
・事業に直接関係のない店舗・事務所・駐車場（例：従業員専用の駐車場等）
・火災保険料、地震保険料
・本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる店舗等借入費
・海外の店舗・事務所の賃貸借契約に係る賃借料・共益費、借り入れに伴う仲介手数料
・既に借用している場合は、交付決定日より前に支払った賃借料
・第三者に貸す部屋等の貸借料

（３）設備費
【対象となる経費】
・国内の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用 （住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専
有部分に係るもののみ。間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場
合に限ります。
）
※間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る。
・国内で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達費用
・事務所・店舗内で本補助事業実施にのみ使用する固定電話機、ＦＡＸ機の調達費用
・「
（様式２）事業計画書＿（２）事業内容＿①事業の具体的な内容」に記載された事業のみに利用する特定業務
用ソフトウェア
※設備については、原則としてリース・レンタルで調達することを推奨します。外装工事・内装工事及び設備で
卖価５０万円（税抜）以上のものについては、補助事業終了後も一定期間において、その処分等につき事務局
への承認手続を行う義務があります。
【対象とならない経費の一部】
・消耗品
・中古品購入費
・不動産の購入費
・車両の購入費（リース・レンタルは、対象となります。
）
・汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用
（例：パソコン、カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの）
・建物本体に影響を与える増築工事、改築工事、外構工事等
・海外の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用
・海外で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達費用
・既に借用している物等の交付決定日より前に支払った賃借料
・家庭用及び一般事務用ソフトウェアの購入費、ライセンス費用

（４）原材料費
【対象となる経費】
・試供品・サンプル品の製作に係る経費（原材料費）として明確に特定できるもの（補助事業期間内に使用する
ものに限る。
）
【対象とならない経費の一部】
・主として販売のための原材料仕入れ・商品仕入れとみなされるもの
・見本品（試着品・試食品）や展示品であっても、販売する可能性があるものの製作に係る経費

（５）知的財産権等関連経費
国内・外国特許等取得費
【対象となる経費】
・本補助事業と密接に関連し、その実施に当たり必要となる特許権等（実用新案、意匠、商標を含む）の取得に
要する弁理士費用（国内弁理士、外国現地代理人の事務手数料）
・外国特許出願のための翻訳料
・外国の特許庁に納付する出願手数料
・先行技術の調査に係る費用
・国際調査手数料（調査手数料、送付手数料、追加手数料、文献の写しの請求に係る手数料）
・国際予備審査手数料（審査手数料、取扱手数料、追加手数料、文献の写しの請求に係る手数料）
※事業完了までに出願手続き及び費用の支払いが完了していることが条件です。
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※出願人は本補助金への応募者（法人の場合は法人名義）のみとします。
※補助事業者に権利が帰属することが必要です。
※補助対象経費総額（税抜）の３分の１を上限とします。
【対象とならない経費の一部】
・他者からの知的財産権等の買い取り費用
・日本の特許庁に納付される出願手数料等（出願料、審査請求料、特許料等）
・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
・国際調査手数料・国際予備審査手数料において、日本の特許庁に納付される手数料
・外部の者と共同で申請を行う場合の経費
・本補助事業と密接な関連のない知的財産権等の取得に関連する経費
・他の制度により知的財産権の取得について補助等の支援を受けている場合

（６）謝金
【対象となる経費】
・本補助事業実施のために必要な謝金として依頼した、専門家等に支払われる経費
※謝金における専門家は、士業及び大学博士・教授等です（その他の専門家は「Ⅲ．委託費」の整理となります。
【対象とならない経費の一部】
・本補助金に関する書類作成代行費用

（７）旅費
【対象となる経費】
・本補助事業の実施に当たり必要となる販路開拓・本補助事業のＰＲを目的とした国内・海外出張旅費（交通費・
宿泊料）の実費（本人及び従業員。上記（６）謝金において対象となった専門家に対するものも含む。
）
・原則宿泊料については、下表の金額が上限額となります。
（国 内）※表示価格は全て税抜です。
宿泊料（円／泊）
地域区分

甲地方
乙地方
１０，９００
９，８００
東京都特別区、さいたま市、千葉市、横浜
市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、 左記以外のすべて
大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市

（海 外）※表示価格は全て税抜です。
指定都市
宿泊料（円／泊）
１９，３００
北米
西欧
東欧
中近東
地域
区分

東单アジア
韓国・香港
单西アジア・
中国
中单米
大洋州
アフリカ

甲
１６，１００

ロサンゼルス、ニューヨーク、ワ
シントン、サンフランシスコ
ジュネーブ、ロンドン、パリ
モスクワ
アブダビ、ジッダ、クウェート、
リヤド

乙
１２，９００

丙
１１，６００

○
○
○
○
○

シンガポール

○
○
○
アビジャン

○

【対象とならない経費の一部】
・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等、公共交通機関以外のものの利用による旅費（鉄
道のグリーン車利用料金、航空機の国内線プレミアムシート等及び国際線のファーストクラス、ビジネスクラ
ス、プレミアムシート料金も全額対象となりません。
）
・旅行代理店の手数料
・日当、食卓料
・プリペイドカード付き宿泊プランの当該プリペイドカード代
・通勤に係る交通費（「Ⅰ．人件費」の整理となります。ただし、消費税及び地方消費税相当額を除く。）

（８）マーケティング調査費（自社で行うマーケティング調査に係る費用）
【対象となる経費】
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・市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実費
・調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
【対象とならない経費の一部】
・切手の購入費用
・調査の実施に伴う記念品代、謝礼等

（９）広報費（自社で行う広報に係る費用）
【対象となる経費】
・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用（出展料・配送料）
・宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
・ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費
・販路開拓に係る無料事業説明会開催等の費用
・広報や宣伝の為に購入した見本品や展示品（商品・製品版と表示や形状が明確に異なるもののみ）
例）家電量販店等においてある製品のモックアップ、飲食店店頭に展示されている食品見本等
※商品の概要、ニュアンス等を伝えることを目的とし、実際の製品同等の使用が出来ないことが原則。
【対象とならない経費の一部】
・切手の購入費用
・本補助事業と関係の無い活動に係る広報費（補助事業にのみ係った広報費と限定できないもの）

（１０）外注費
【対象となる経費】
・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注（請負）するために支払われる経費（上記（１）～（９）に該当
しない経費）
※補助事業期間中に請負契約の締結が必要です。
※請負とは…業務の完遂が義務であり、その結果に対する報酬が発生する契約形態
【対象とならない経費の一部】
・販売用商品（有償で貸与するものを含む。
）の製造及び開発の外注に係る全部又は一部の費用

（１１）在庫処分費 (自己所有物)
【対象となる経費】
・第二創業の場合に、既存の事業における商品在庫を、自己で廃棄又は専門業者等を利用して処分するために支
払われる経費
※補助事業期間中に契約の締結が必要です。
※処分及び支払が補助事業期間中に完了すること。
【対象とならない経費の一部】
・商品在庫を売って対価を得る場合の処分費

（１２）修繕費

(借用物)

【対象となる経費】
・第二創業の場合に、既存の事業において借りていた事務所や工場等の建物、設備機器等を返却する際に、故障
が生じているものについて、修繕するために支払われる経費
※補助事業期間中に契約の締結が必要です。
※修繕及び支払が補助事業期間中に完了すること。
【対象とならない経費の一部】
・自己所有物の修繕費
・返却する際に故障の生じていないもの

（１３）解体費及び処分費

(自己所有物)

【対象となる経費】
・第二創業の場合に、既存事業の廃止に伴う機械装置・工具・器具・備品の処分費
・第二創業の場合に、既存の事業において所有していた設備機器等を解体する際に、支払われる経費
※補助事業期間中に契約の締結が必要です。
※解体及び処分、支払が補助事業期間中に完了すること。
【対象とならない経費の一部】
・建築物の解体費
・消耗品の処分費
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（１４）原状回復費 (借用物)
【対象となる経費】
・第二創業の場合に、既存の事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に修理して原状回復
するために支払われる経費
※補助事業期間中に契約の締結が必要です。
※原状回復及び支払が補助事業期間中に完了すること。
【対象とならない経費の一部】
・自己所有物の修繕費
・現状回復の必要が無い、賃貸物件及び設備機器等

Ⅲ．委託費
（１）委託費
【対象となる経費】
・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託（委任）するために支払われる経費（市場調査について調査会社
を活用する場合等）
・士業や大学博士・教授等以外の専門家から本補助事業に係るコンサルティングや事業遂行にあたるアドバイス
を受ける経費
※委託費は、補助対象経費総額（税抜）の２分の１を上限とします。
※委託先の選定に当たっては、原則として２者以上から見積をとることが必須となります。ただし、委託する
事業内容の性質上、２者以上から見積をとることが困難な場合に限り、該当する企業等を随意の契約先とす
ることができます。その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となります。
※補助事業期間中に委託契約の締結が必要です。
【対象とならない経費の一部】
・販売用商品（有償で貸与するものを含む。
）の製造委託及び開発委託に係る全部または一部の費用

Ⅳ．その他
（１）その他費用
【対象とならない経費】
※上記Ⅰ．～Ⅲ．に区分される費用においても下記に該当する経費は対象となりません。
・求人広告
・通信運搬費（電話代、切手代、インターネット利用料金等）
、光熱水費
・プリペイドカード、商品券等の金券
・事務用品・衣類・食器等の消耗品に類する費用、雑誌購読料、新聞代、書籍代
・団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料・一括広告費
・本人及び従業員のスキルアップ、能力開発のための研修参加に係る費用
・飲食、奢侈、遊興、娯楽、接待の費用
・自動車等車両の修理費・車検費用
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・公租公課（消費税及び地方消費税等）
、各種保険料
・振込手数料、代引き手数料
・借入金などの支払利息及び遅延損害金
・他の事業との明確な区分が困難である経費
・公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費

８．補助率等
補助対象と認められる経費（補助対象経費：７～１１ページ）の３分の２以内であって、以下のとお
りとなります。
また補助金の交付は事業完了後となりますので、補助事業期間中は借入金等で必要な資金を自己調達
する必要があります。
類

型

補助率

補助金額の範囲

補助対象経費（７～１１ペー
ジ）の３分の２以内

100万円以上～200万円以内
（第二創業において、既存事業
を廃止する場合は、廃止費用と
して800万円。）

「創業」
「第二創業」
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