
［地域需要創造型起業・創業］ ２／３ ２００万円

１．以下の事業を新たに起業される方
①地域の新たな需要の掘り起こしや雇用を支える事業

－［地域需要創造型起業・創業］
②海外市場の獲得を念頭とした事業を国内で起業

－［海外需要獲得型起業・創業］

対象事業者 業種の制限がない

２．事業承継に伴って、業態転換や新事業・新分野に進出する中
小企業・小規模事業者 －［第二創業］

※中小企業・小規模事業者の皆様向けに国が認定する専門家などの助言機関
（認定支援機関）を伴走者として、事業に一緒に取り組まれることが必要です。

［海外需要獲得型起業・創業］ ２／３ ７００万円

［第二創業］ ２／３ ５００万円

補助率 補助上限額

※補助の下限額はいずれも１００万円です。

地域での起業や後継者の新分野への
挑戦を応援します

～ 創業補助金のご案内 ～

１．創業事業費
人件費、起業・創業申請経費、店舗等借入費、設備費、謝金、
旅費 等

２．販路開拓費
マーケティング調査費、広報費、謝金、旅費 等

補助対象経費

補助額

応募期間、応募先等
は裏面

平成２４年度補正予算 地域需要創造型等起業・創業促進補助金事業

事業採択後に改めて
具体的な補助対象を

確認します



第２回募集 受付開始 平成２５年５月２２日（水）

第一次締め切り 平成２５年６月7日（金）
【地域需要創造型起業・創業】【第二創業】のみ

第二次締め切り 平成２５年６月２８日（金）
【海外需要獲得型起業・創業】は一次締切を設けません

第1回募集分採択決定
第一次分 平成２５年４月３０日 採択決定1３件
第二次分 平成２５年５月下旬決定 応募約600件

本制度は200億円の予算により複数回の募集が予定されています。

北海道事務局 公益財団法人北海道中小企業
総合支援センター

011-232-2001
滋賀県事務局 公益財団法人滋賀県産業

支援プラザ
077-511-1412

青森県事務局 公益財団法人２１あおもり産
業総合支援センター

017-777-4066
京都府事務局 公益財団法人京都産業２

１
075-315-8897

岩手県事務局 一般財団法人地域創造基金み
やぎ

022-748-7283
大阪府事務局 一般社団法人関西ニュー

ビジネス協議会
06-6947-2877

宮城県事務局 一般社団法人地域創造基金み
やぎ

022-748-7283
兵庫県事務局 一般社団法人兵庫県中小

企業診断士協会
078-362-6000

秋田県事務局 公益財団法人あきた企業活性
化センター

018-860-5610
奈良県事務局 株式会社ダイワマネジメ

ント
0745-23-1076

山形県事務局 財団法人山形県企業振興公社
023-647-0664

和歌山県事務
局

公益財団法人わかやま産
業振興財団

073-432-3412

福島県事務局 一般財団法人地域創造基金み
やぎ

022-748-7283
鳥取県事務局 公益財団法人鳥取県産業

振興機構
0857-52-6705

茨城県事務局 公益財団法人茨城県中小企業
振興公社

029-224-5339
島根県事務局 公益財団法人しまね産業

振興財団
0852-60-5115

栃木県事務局 公益財団法人栃木県産業振興
センター

028-670-2601
岡山県事務局 公益財団法人岡山県産業

振興財団
086-286-9626

群馬県事務局 公益財団法人群馬県産業支援
機構

027-255-6503
広島県事務局 公益財団法人ひろしま産

業振興機構
082-240-7701

埼玉県事務局 公益財団法人埼玉県産業振興
公社 048-858-7551

山口県事務局 公益財団法人やまぐち産
業振興財団 083-922-3700

千葉県事務局 公益財団法人千葉県産業振興
センター

043-299-1078
徳島県事務局 公益財団法人とくしま産

業振興機構
088-654-0103

東京都事務局 創業補助金（東京）事務局
（株式会社電通）

03-3524-4668
香川県事務局 公益財団法人かがわ産業

支援財団
087-868-9901

神奈川県事務局 公益財団法人神奈川県産業振
興センター

045-633-5102
愛媛県事務局 公益財団法人えひめ産業

振興財団
089-960-1201

新潟県事務局 財団法人にいがた産業創造機
構

025-246-0051
高知県事務局 公益財団法人高知県産業

振興センター
088-845-6600

山梨県事務局 公益財団法人やまなし産業支
援機構 055-243-1888

福岡県事務局 福岡県商工会連合会
092-622-7708

長野県事務局 公益財団法人長野県中小企業
振興センター

026-269-7367
佐賀県事務局 一般社団法人佐賀県中小

企業診断協会
0952-22-7021

静岡県事務局 公益財団法人静岡県産業振興
財団

054-254-4511
長崎県事務局 長崎県商工会連合会

095-824-5413

愛知県事務局 公益財団法人あいち産業振興
機構

052-562-5931
熊本県事務局 熊本商工会議所

096-354-6688

岐阜県事務局 公益財団法人岐阜県産業経済
振興センター

058-277-1090
大分県事務局 大分県商工会連合会

097-534-9507

三重県事務局 公益財団法人三重県産業支援
センター

059-228-3585
宮崎県事務局 宮崎商工会議所

0985-22-2161

富山県事務局 財団法人富山県新世紀産業機
構

076-444-5605
鹿児島県事務
局

鹿児島県中小企業団体中
央会

099-222-9258

石川県事務局 財団法人石川県産業創出支援
機構

076-267-1244
沖縄県事務局 一般社団法人沖縄県中小

企業診断士協会
098-917-0011

福井県事務局 公益財団法人ふくい産業支援
センター 0776-67-7400 130527-1

応募・問い合わせ先

[全国事務局]独立行政法人中小企業基盤整備機構 新事業支援部 ℡03-5470-1675 

本事業は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が経済産業省からの補助金を受け、都道府県の事務
局を通じて実施しています。

募集要項は
各事務局が
公開する、
第２回用の
ものをご覧
ください。



ここがポイント！

• 創業補助金では、申請に際して、認定支援機関（経営革新等支援機関）
の支援確認を条件に加えることにより、申請者が相談先との接触を
図る切っ掛けになることを期待しています。

• これにより、それまで一人であるいは、身近な仲間だけで検討されて
いた事業計画に対し、専門家の目で、第三者視点によるチェック機能
が入ることを期待すると共に、認定支援機関が創業後の伴走者とし
て機能することを期待するスキームになっています。

• 資金計画についても、申請時に、認定支援機関の支援と併せて金融機関
への相談状況を確認することにより、創業後の資金繰り、資金調達に必要
な窓口との切っ掛けづくりを後押ししています。

• 「認定支援機関」とは、地域の金融機関（銀行・信用金庫）各支店や公的な
支援機関のほか、税理士、弁護士、中小企業診断士などで、国の認定を
受けた機関です。お付き合いのある身近な機関に確認してみてください。

一人で計画していると
山や壁、見落としがあると
慌てることに・・

認定支援機関が
伴走者として、
事業の進捗を継
続支援

認定支援機関であ
る金融機関が支援

金融機関と連携した
認定支援機関が支援



＜第1回募集 一次締切分採択一覧＞
【地域需要創造型起業・創業（１２件）】

＜第1回募集 一次締切分採択一覧＞
【第二創業（１件）】

Ｎｏ 都道府県 区市町村 申請者名 事業ﾃｰﾏ名 事業概要
支援者たる

認定支援機関

1 東京都 立川市 中西 奈美
アンチエイジング食とアニメ映画に出てく
る料理のお店

地元立川の野菜と故郷小笠原の食材を使ったアンチエイジング料理。アニメや
ドラマなどの撮影で使われる機会が多い立川の土地柄を活かし、映画ゴハン
フェアという店舗独自の形で地域密着型の飲食店を目指す。

多摩信用金庫
南口支店

2 東京都 立川市 酒匂 陽子
母と子が共に楽しめる教室を持ったオリジ
ナル商品販売所

オリジナルプリント商品の販売（お子様の誕生記念品など）や安心安全な幼児
向け玩具の販売及び、幼児教室（リトミック教室など）の開催。

多摩信用金庫
南口支店

3 東京都 新宿区 上坂 優太
映像に特化したSNS型クラウドソーシング
事業

映像に関わる全ての個人が集うSNSを運営すると共に、そのクリエイターに対し
てクライアントが直接仕事を発注できる仕組みを構築する。

巣鴨信用金庫
早稲田支店

4 神奈川県 横須賀市 黒木 賢二郎 糖質制限スイーツの開発・販売
糖質制限スーツを開発し、糖尿病の方や糖尿病予備軍、健康志向の方、ダイ
エットの方等をターゲットとして、店舗、レストラン、老人ホームなどを通じて需
要を開拓する。

湘南信用金庫

5 大阪府 守口市 氏本 幸治 介護予防型デイサービス事業
要支援・要介護認定者の方々が日常生活をスムーズに行えるようになるため
の独自のプログラムを利用した、介護予防型デイサービス施設の運営。

大阪東信用金庫

6 岡山県 倉敷市 戸澤 実 パン製造・販売業
「地元密着ベーカリー」を目指して、健康に優しく、焼き立て・揚げたて・作りたて
のフレッシュベーカリーの開業。

玉島信用金庫
船穂支店

7 岡山県 倉敷市 越田 孝久 ボロン複合材事業
高分子材料と高放熱絶縁フィラーを複合化することで、放熱性、絶縁性機能を
既存品であるアルミナ基板レベルまで向上させた複合材料の製造販売事業。

おかやま
信用金庫

8 岡山県
加賀郡

吉備中央町
西崎 智子

地域のロケーションを活かした障害者向
け就労支援施設運営事業

地域の特産品であるピオーネを活用した加工品の製造販売及び体験型観光
サービス事業を施設内就労の軸として障害者向けの就労支援施設の運営事
業を実施。

吉備中央町
商工会

9 岡山県 玉野市 畑島 省吾
介護福祉タクシー事業の実施から介護事
業への展開

ストレッチャーや車椅子ごと乗車可能な車両で介護の必要な高齢者、障害者
の病院移送、及び駅や空港、買い物への送迎、旅行。酸素ボンベや吸引器な
ども完備し病院救急車代行業務を実施。

香川銀行
玉野支店

10 岡山県
加賀郡

吉備中央町
梶原 俊之

吉備中央町産のフルーツを使った地域特
産品としての菓子製造販売及び手作りお
菓子セット製造販売事業

地域の特産品であるフルーツを使った、原材料にこだわったお菓子（大福、
チーズケーキなど）の製造販売及び、自分で作る楽しさを感じる手作りお菓子
セットの販売を通じ、原材料の生産者と消費者をつなげる事業。

吉備中央町
商工会

11 福岡県 福岡市 段野 陽輔
高齢者向けエンディングノート作成支援
サービス

高齢者が元気な間に自身に関する情報をあらかじめ開示しておき、亡くなられ
た際に関係者が動けるようにしておく「情報預かり・提供」のＩＴサービス、及びコ
ンサルティング・実務者紹介サービス。

河上康洋
税理士事務所

12 鹿児島県 鹿児島市 山下 洋一郎
オーガニック系の美容剤に特化した美容
室

パーマ液やカラー剤などの薬品に、多くのハーブを含む低刺激性の製品を使
用する頭皮にやさしいサロン経営。オーガニック系のシャンプー剤やトリートメ
ント剤の販売。

税理士法人
鹿児島さくら会計

Ｎｏ 都道府県 区市町村 企業名（屋号）

旧代表者名 新代表者名 現在の事業 新たな事業
支援者たる

認定支援機関

氏名 氏名 内容 事業ﾃｰﾏ 内容

1 東京都
西多摩郡
瑞穂町

ＮＫリサイクル株
式会社

中田 達雄 小橋 克史
廃タイヤリサイクルによる燃料用タ
イヤチップ製造

ゴム製品市場へのカス
ケードリサイクルサービス

工業用廃ゴム回収によるリサイク
ル、ゴム製品販売

西武信用金庫
瑞穂支店

創業者の伴走者とし
て、継続した支援を
期待しています


