
事業発展に欠かせない！

専門家おすすめ最新助成金・補助金

ガイドブック 

2021年3月以降、創業したばかり／創業予定者でも申請することがで

きる助成金をご紹介します。まだまだ長引きそうな新型コロナの影響を

最小限にし、これを契機にさらなる発展を目指していきましょう！

創業手帳株式会社作成  2021年3月

本誌は創業手帳が無料で作成し配布しています



事業再構築補助金

ものづくり補助金

新規事業開発や新規採用に
活用できる助成金

新商品・サービス
を作りたい

小規模事業者持続化補
助金

販売促進を
検討

キャリアアップ助成金

両立支援等助成金（出生時
両立支援コース）

特定求職者雇用開発助成金
（特定就職困難者コース）

社員の価値を
高めたい



業態転換支援（新型コロ
ナウイルス感染症緊急
対策）事業の助成金

まだ間に合う！
個人事業主にも嬉しい

東京都中小企業振興公社の助成金

個人での
飲食業の経営

創業助成金

創業予定者

新製品・新技術開発助
成事業

創業予定＆
研究開発者



税理士おススメ
起業家の事業発展に
活用できる補助金



事業再構築補助金

対象要件

● 売上高が減少（申請前の直近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 ~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少

● 事業再構築に取り組む
● 認定経営革新等支援機関と事業計画を策定

内容
【中小企業】

通常枠 100万円以上6,000万円以下
　　卒業枠　　　6,000万円超～1億円以下　など

申し込み期間
公募開始：令和3年3月26日（金）

申請受付：令和3年4月15日（木）予定
応募締切：令和3年4月30日（金）18：00

事業再構築補助金は、コロナという逆境に立ち向かう中小企業を対象とした支援。第3次補正予
算案で示された事業の予算規模は1兆円で、補助金額の設定も大きなものとなっています。この
補助金は業態転換や新分野への進出、新規事業開発などの取り組みを支援するのが主な目的
です。事業再構築補助金がスタートして採択率がどのような結果になるかは予想できませんが、
申請スケジュールによる申請者数の変動については注意して見ておく必要があります！また申
請できる期間がおよそ15日間と短いので、注意してください。

概要

ホームページ https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

問い合わせ先 経済産業省　03-3501-1511

関連ページはこちら＞＞中小企業の挑戦を支援する「事業再構築補助金」とは。コロナ打開につながる大規模政策

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
https://sogyotecho.jp/restructuring/


創業手帳が解説！
採択される可能性がある活用事例

事業再構築補助金

衣服販売業 店舗での営業規模縮小、ネット販売、サブスクサービスに業態転換。

レストラン 店舗での営業を廃止。宅配、持ち帰りに業態転換。

自動車部品
製造

サプライチェーン毀損に備え、EVや燃料電池向け特殊部品の製造に着手、必
要設備を導入。

航空部品
製造

ロボット関連部品、医療機器部品製造の事業を新規立ち上げ。



ものづくり補助金

対象要件

● 付加価値額（営業利益＋人件費＋減価償却費）が年率3%以上増加すること
● 給与支給総額が年率1.5%以上増加すること
● 事業場内最低賃金が地域別最低賃金を30円以上、上回ること
● 補助事業終了後1年で、支援先企業の80%以上が事業計画を実行できるプログラム内容

であること

内容
ビジネスモデル構築型　100万円～1億円

一般型　100万円～1,000万円
グローバル展開型　1,000万円～3,000万円

申し込み期間 2021年順次

ものづくり補助金（ビジネスモデル構築型）とは、中小企業の革新的な事業計画策定を支援する
ものです。複数の中小企業が革新的なビジネスモデルや事業計画を自力で作れるようになり、継
続的に生産性を高めていくための「仕組みづくりに対する支援」といえます。ものづくり補助金（ビ
ジネスモデル構築型）の補助対象となるのは、複数の中小企業の課題解決につながるビジネス
モデル構築に取り組む事業者です。

概要

ホームページ https://portal.monodukuri-hojo.jp/

問い合わせ先 ものづくり補助金事務局サポートセンター　０５０－８８８０－４０５３

関連ページはこちら＞＞ものづくり補助金〔ビジネスモデル構築型〕の2次公募が1月15日より開始！

https://portal.monodukuri-hojo.jp/
https://sogyotecho.jp/monodukuri-businessmodel/


次回の公募に先立ち準備しておきましょう！

ものづくり補助金　専門家よりアドバイス！

POINT①
事業計画の評価のポイントは、面的な広がりという視点で「拡張性」「持続性」とい
う項目が重視されやすい！
特に地域・業種を超えた広がり、資金・人員の適切さ、補助事業終了後に収益化・
自立化することを示せるように！！

POINT②
事業計画書とプレゼンテーション動画には、それぞれ文量やフォーマット、プレゼ
ンターなどに規定があり、要件を満たさない場合は審査されないので注意！！

ものづくり補助金総合サイトでは、採択された事業のプレゼンテーション資料が
掲載されています！

参考になるところを取り入れましょう。



小規模事業者持続化補助金

対象要件

● 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％の株式を保有されてい

ないこと（法人のみ）
● 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。　など

内容 一般型　上限50万円、2/3補助

申し込み期間 　2021年6月4日

小規模事業者持続化補助金は、従業員数の少ない会社や個人事業主が申し込める補助金。経
営計画書や事業計画書を作成して申し込み、採択されれば最大50万円（条件を満たせばそれ以
上の上限額となる場合も）の補助を受けることができます。販路開拓や生産性向上の取組みに
かかる経費の2/3を補助するもの。消費者向け・企業向け取引のいずれも対象となり、日本市場
だけではなく海外市場も含みます。ただし、一般社団法人や医療機関などは対象外なので注意
が必要！

概要

ホームページ https://r1.jizokukahojokin.info/

問い合わせ先 補助金事務局　０３－６７４７－４６０２

関連ページはこちら＞＞【採択率が上がる！】小規模事業者持続化補助金の書き方は？ 採択されるための経営計画書と補助事業計画書

https://r1.jizokukahojokin.info/
https://sogyotecho.jp/h28-subsidy/


採択率を上げる「経営計画書」「補助事業計画書」！の書き方

小規模事業者持続化補助金　専門家アドバイス！

経営計画書

「顧客の××というニーズを自社の〇〇
という強みで捉えており、この〇〇は
競合よりも優れている」というメッセー
ジを伝える！

・3C分析：顧客の視点（顧客はどのようなニーズ
があるのか？）、競合の視点（競合相手にどの
ような特徴があるのか？）、自社の視点（どのよ
うな強みがあるのか？）

・4P分析：Product（商品・サービス）、Price
（価格）、Place（場所、立地）、Promotion（宣
伝や顧客とのコミュニケーション）で強みを分析

書類

ポ
イ
ン
ト

考
え
方
の
ヒ
ン
ト

補助事業計画書

「販路をどう開拓するのか」、「本当に
効果が得られるのか？」という観点を
もとにしっかりと記入！

・どうすれば認知度が向上するのか？どうすれ
ば興味を持ってもらえるのか？どういう行動を
取れば買う気になってもらえるのか？という観
点での施策

・売上高を客数×来店頻度×客単価、と分解。
投資金額、期待できる利益額を算定



社労士おススメ
採用検討中の起業家が

活用できる補助金



キャリアアップ助成金

対象要件

● 厚労省がさだめる中小企業に該当すること
● 雇用保険適用事業所の事業主
● 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている事業主
● 雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対してキャリアアップ計画を作成し管轄労働局

庁の受給資格の認定をうけた事業主であること。　など

内容（例） 正社員化コース　有期⇒正規　57万円＜72万円＞

申し込み期間（例） 正社員登用後、6か月分の賃金を支払った日」の翌日から起算して2か月以内

非正規雇用の社員を正社員などで登用するときに活用できる補助金。正社員化コース、賃金規
定等改定コース、健康診断制度コース、賃金規定等共通化コース、諸手当制度共通化コース、
選択的適用拡大導入時処遇改善コース、短時間労働者労働時間延長コースがあり、雇用の内
容に応じてコースを選択することができます。ポイントを抑えると高い確率で受給できる可能性が
あるので、新規採用時に活用されることが多いです。身内は対象外なので注意が必要！

概要

ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616643.pdf

問い合わせ先 各労働局など

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616643.pdf


コースごとの助成金額一覧　1/3
キャリアアップ助成金

助 成 内 容 詳細 中小企業の場合 大企業の場合

正社員化コース
① 有期 → 正規
➁ 有期 → 無期
③ 無期 → 正規 

57万円＜72万円＞
28万5,000円＜36万円＞ 
28万5,000円＜36万円＞ 

42万7,500円＜54万円＞
21万3,750円＜27万円＞
21万3,750円＜27万円＞

賃金規定等改定
コース
① 全ての賃金規定
等を2％以上増額改
定

対象労働者数  １～3人 
４～６人 
７～10人
11～100人 ＊１人当たり  

9万5,000円＜12万円＞
19万円＜24万円＞ 
28万5,000円＜36万円＞ 
2万8,500円＜3万6,000円＞ 

7万1,250円＜9万円＞
14万2,500円＜18万円＞ 
19万円＜24万円＞
1万9,000円＜2万4,000円＞

賃金規定等改定
コース
② 雇用形態別、職
種別等の賃金規定
等を2％以上増額改
定

対象労働者数  １～3人 
４～６人 
７～10人
11～100人 ＊１人当たり

4万7,500円＜60,000円＞ 
9万5,000円＜12万円＞
14万2,500円＜18万円＞  
1万4,250円＜1万8,000円＞ 

3万3,250円＜4万2,000円＞
 7万1,250円＜9万円＞ 
9万5,000円＜12万円＞
9,500円＜1万2,000円＞

※＜ ＞は生産性の向上が認められる場合の額



コースごとの助成金額一覧　2/3
キャリアアップ助成金

助 成 内 容 詳細 中小企業の場合 大企業の場合

健康診断制度
コース

有期雇用労働者等を対象に「法定外の
健康診断制度」を新たに規定し、４人以
上に実施した場合（１事業所当たり）

38万円＜48万円＞ 28万5,000円＜36万円＞

賃金規定等共通
化コース

有期雇用労働者等を対象に「法定外の
健康診断制度」を新たに規定し、４人以
上に実施した場合（１事業所当たり）

38万円＜48万円＞ 28万5,000円＜36万円＞

諸手当制度共通
化コース

有期雇用労働者等と正社員との共通の
諸手当制度を新たに規定・適用した場
合（１事業所当たり）

38万円＜48万円＞ 28万5,000円＜36万円＞

※＜ ＞は生産性の向上が認められる場合の額



コースごとの助成金額一覧　3/3
キャリアアップ助成金

助 成 内 容 詳細 中小企業の場合 大企業の場合

選択的適用拡大
導入時処遇改善
コース

労使合意に基づく社会保険の適用拡大
の措置の導入に伴い、その雇用する有
期契約労働者等について、働き方の意
向を適切に把握し、被用者保険の適用
と働き方の見直しに反映させるための
取組を実施し、当該措置により新たに被
保険者とした場合

19万円＜24万円＞ 14万2,500円＜18万円＞

短時間労働者労
働時間延長コー
ス

有期契約労働者等の週所定労働時間
を５時間以上延長し、社会保険を適用し
た場合（１人当たり）

22万5,000円
＜28万4,000円＞ 

16万9,000円
＜21万3,000円＞

※＜ ＞は生産性の向上が認められる場合の額



これから採用するなら準備しておきましょう！

キャリアアップ助成金　専門家よりアドバイス！

POINT①

有期契約で雇用をスタートすることや、正社員転換時に賃金アップさせると受給率

がアップ！

POINT②

キャリアアップ計画書の作成は「整合性」を重視して！事前の人員計画と実施する
施策が一致していないと不正と誤解される恐れがあります！



両立支援等助成金（出生時両立支援コース）

対象要件
● 男性労働者に育児休業・育児目的休暇を取得させた事業主
● 男性の労働者が、連続14⽇以上の育児休業を取得したこと
● 育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること 

内容（例）
育児休業　1人目：57万円（中小企業）　28.5万円（中堅企業）
育児目的休暇：28.5万円（中小企業）　14.25万円（中堅企業）

申し込み期間（例） 育児休業開始⽉から起算して5⽉を経過する⽉の翌⽉から2か⽉以内

仕事と家庭生活の両立を図りながら女性の活躍推進を実現するための助成金。出生時両立コー
スは、管理職や労働者向けの社内研修などに取り組み、男性の育児休業取得を促進する目的
のもの。育児休業に係る支給は、１年度に（例：令和２年４⽇１⽇〜令和３年３⽇
３１⽇）10人まで支給されます。

概要

ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/000696083.pdf

問い合わせ先 各労働局など

https://www.mhlw.go.jp/content/000696083.pdf


若手従業員や社会の要請に対応できる！

両立支援等助成金（出生時両立支援コース）

POINT①

配偶者が出産した「パパ従業員」に5日以上育児休業を取得してもらうと受給対象

となるなどハードルが高くなく、若手従業員が多い会社では、福利厚生も兼ねて、

利用しやすく、従業員の満足度アップに！

POINT②

近年の男性の育児休暇取得率を向上させようという行政のトレンドとも合致。若手
従業員の新規採用時のアピールができるように！



特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）

対象要件
● ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
● 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められる

こと。

内容（例）
高年齢者（60歳以上65歳未満）、母子家庭の母等　６０万円

重度障害者等を除く身体・知的障害者 １２０万円

申し込み期間（例） 育児休業開始⽉から起算して5⽉を経過する⽉の翌⽉から2か⽉以内

60歳上の高年齢者、母子家庭の母や障害者等の就職困難者をハローワーク経由で雇用する場
合に受給される助成金。

概要

ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufuki

n/tokutei_konnan.html

問い合わせ先 各労働局など

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html


要員確保に際し人材の多様性を実現！

特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）

POINT①

ハローワーク経由で雇用し、継続勤務ができれば受給される可能性が高い！ただ

し、短期雇用を目的として受給した場合には不正とみなされる可能性があるので

注意！

POINT②

知られていない才能や多様な人材ができ、雇用者の負担を軽減できるメリット
が！人材のダイバシティという社会のトレンドとも合致しており、先進的な企業とし
て対外的な信頼をえることができる。



税理士おススメ
東京都の個人事業主が

活用できる補助金



業態転換支援（新型コロナウイルス感染症緊急対策）
事業の助成金

対象要件

東京都内で飲食業を営む中小企業者（個人事業主含む）（資本金の額又は出資の総額が 5,000 
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） 
１期以上の決算を経ており、税務署に確定申告済みで受付印のある直近１期分の確定申告書の 
写しが提出できる
保健所の許可（必要となる食品関係許可）を取得しており各許可書等の写しが提出できる

内容 100万円（助成率：助成対象経費の4/5以内）

申し込み期間 2021年6月30日まで

東京都内の中小飲食業「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を新たに始めるための費用（経費）が
助成の対象。飲食店の経営状況が厳しくなった今、使い勝手の良さから中小飲食事業者の利用
が急増している助成金でもあります。最大助成金額は100万円で、2020年4月からすでに約7000
件の助成申請が採択されています。なお、「出前館」や「UberEats」などの大手デリバリー代行
サービスの登録料等も助成の対象となります。ただし、該当する経費について他の助成金や補
助金を受けている場合は申請ができません。また、1事業者に1回の申請ですので、注意が必要
です！

概要

ホームページ https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html

問い合わせ先 東京都中小企業振興公社　03-5822-7232

関連ページはこちら＞＞業態転換支援（新型コロナウイルス感染症緊急対策）事業の助成金とは？

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html
https://sogyotecho.jp/gyoutai-tenkan-shien/


創業手帳がこれまでの傾向を分析！

業態転換支援（新型コロナウイルス感染症緊急対
策）事業の助成金

テイクアウトと宅配事業
両方実施

オンライン通販を
新規に開始

カフェ、バー、たこ焼き店など
専門店も申請

23区以外からの申請が
15％以上も

※メニューが限られているところでも活
用されています。

※広く都内で活用されています

※両方に関連する費用が助成されてい
ます

※宅配だけでなくオンライン通販に発展
させているケースも。



創業助成金

対象要件

都内で創業を予定されている方または創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件
（※）を満たす方
※「TOKYO創業ステーションの事業計画書策定支援修了者」「東京都制度融資（創業）利
用者」「都内の公的創業支援施設入居者」等

内容 上限額300万円　下限額100万円（助成対象と認められる経費の2/3以内）

申し込み期間 2021年4月15日ー4月23日

人件費や事務所賃借料等事業に要する経費の一部について最長2年間の助成を受けるこ
とが可能。さらに、助成対象期間が終了しても、東京都中小企業振興公社にによる継続的
なサポートを受けることができます。最大助成金額は、300万円で都内で創業を予定してい
るもしくは創業後5年未満の方が対象です。人件費から広告費など幅広い項目で助成が受
けられるので、事業を軌道に乗せるために活用できます。助成開始は、交付決定から6か
月後です。すぐに配布されるわけではないので気を付けましょう。

概要

ホームページ https://www.tokyo-sogyo-net.metro.tokyo.lg.jp/finance/sogyo_josei.html

問い合わせ先 東京都中小企業振興公社　03-5220-1142

関連ページはこちら＞＞「創業補助金」申請の具体的手順とポイント。

https://www.tokyo-sogyo-net.metro.tokyo.lg.jp/finance/sogyo_josei.html
https://sogyotecho.jp/hojyokin/2/


創業助成金申請ポイント

創業手帳がプロに聞いてみました！

● 事業計画は戦略的・論理的に！
○ ＳＷＯＴ分析
○ ターゲット顧客
○ ４Ｐの考え方
○ 収支計画と資金計画（設備資金・運転資金）

● 内容は独創性よりも実現可能性の方が大切！

● 今までの経歴と創業後の事業内容の一貫性！

創業助成金申請時の「事業計画作成」について、多くのベンチャー企業や中小企業にアドバイス
を行っている税理士・中小企業診断士にお話を聞きました。



新製品・新技術開発助成事業

対象要件
都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者（会社及び個人事業
者）等 都内で創業を具体的に計画している者

内容 1,500万円（助成対象と認められる経費の1/2以内）

申し込み期間 2021年3月15日ー4月5日

都内中小企業者や創業予定のある人が「実用化の見込みのある新製品・新技術の自社開
発を行う」場合に受けることができる助成金。原材料や機械装置、外注加工や委託試験の
費用、人件費など開発に係る経費などが助成対象で、最大助成金額は1,500万円です。助
成対象期間は、最長1年9ヶ月の助成対象期間で、2022年の12月までです。対象となる事
業例は、次世代照明機器の開発、構成の計測器の開発、遠隔ロボット操作システムの開
発、無人店舗システムの開発など。

概要

ホームページ https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shinseihin.html

問い合わせ先 東京都中小企業振興公社　03-3251-7895
関連ページはこちら＞＞【新製品・新技術開発助成事業】都内で新しい技術開発をしている人は注目の助成金

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shinseihin.html
https://sogyotecho.jp/tokyo-sinseihin-singijutu-joseikin/


新製品・新技術開発助成事業申請ポイント

創業手帳がプロに聞いてみました！

1. 審査基準と合っているか：東京都の産業活性化を図るという大きな目的との

合致も説明しよう

2. 過剰な経費は含まれていないか：既存事業で使う経費や創業資金などは

認められないので注意が必要！

3. 達成目標は適正であるか（製品開発のみ）：試作品開発の完了を目的としている

ものなので、技術的な内容には新規性や優秀性を説明して！

4. 専門用語は避けて：難しい業界用語ばかり並んでいる申請書は不利に。どんな

に専門的な内容でも、読みやすくわかりやすい文章にまとめましょう。


