
志師塾で学んだ知識を活用し、

販路開拓の補助金で
50万円を獲得する！

働きがい改革アドバイザー 指出 浩

個人事業主
小規模法人 向け

ＨＰが5万円で作成できました！
（志師塾Ｗeb制作パッケージ利用）



権利の上に眠る者は保護に値せず！

ひとこと

納税は 、助成金・補助金は です。義務 権利

助成金・補助金を活用し、国から資金援助
を獲得しましょう！



補助金は申請しなければもらえません。

審査に落ちました。

2021年５月 (志師塾入塾前)

記載例を見て申請しても審査に落ちます！

実は私は、



しかし、

再チャレンジして、

審査で採択されました。

志師塾入塾後に



なぜ、

採択された

のでしょうか？

それは、

志師塾の学んだ知識を活かして、

経営計画・補助事業計画書を作成した

からです。



厚生労働省が管轄

雇用、労働環境改善が目的

経済産業省が管轄

経済、地域の活性化が目的

助成金 ＶＳ 補助金

誰でも作成支援できる

作成書類の内容が重要

審査で落とされる場合がある

申請代理は社労士のみ

添付書類が重要

社労士 に依頼すると、法律を
遵守していれば受給できる

補助金の用途は補助事業に限定

返済義務はなし

助成金の用途は自由

返済義務はなし

助成金と補助金の違い



小規模事業者持続化補助金とは？

小規模事業者（個人事業主・法人）の

や の取り組みを支援するため

費用の一部を国が支援する の補助金
販路開拓 生産性向上

返済不要



※今回説明する類型は
通常枠です。



一度も決算が
ない場合必要



対象経費 一覧



ウエブサイト関連費 補助金交付申請額の1/4が上限とは？

補助事業費75万円（補助金50万円）
ウエブサイト関連費は12.5万円が上限です。

補助事業費 （補助金 ）

ウエブサイト関連費は が上限です。
※サーバー、ドメイン代除く

580,800円 387,200円

96,800円

志師塾Web制作パッケージ 145,200円（税込）

145,200円×2/3＝96,800円 補助金387,200円(96,800円×4)必要

補助事業費は、387,200円×3/2＝580,800円です。



さしで社労士事務所の取り組み

補助事業名＜問題解決型ホームページの作成と地域貢献看板設置で新規顧客開拓＞

ZOOM背景幕・・業者作成未実施
パワーポイント
で自分で作成

①

④

③②



SEO対策をして、広告を除い
てトップ表示になりました。

HP作成・公開・更新にとても時間が
かかり、苦労しました。

そこで、

検索キーワード
高崎 助成金申請代行

志師塾web制作パッケージ購入者
限定コミュニティを立ち上げました。

参加者募集中です！



小規模事業者持続化補助金申請の流れ

経営計画・補助事業計画書を作成する

商工会または商工会議所に①を提出し、アドバイス
を受けて事業支援計画書を交付してもらう

郵送またはＪグランツにて申請

採択後、交付決定通知書を受け取る

補助事業の実施（7か月程度）
※交付決定日後の発注・契約が必須！

実績報告書を作成し提出

実績報告書の審査終了後、補助金の入金
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事業所の管轄地域を確認する。

町村・・・・・商工会

市、特別区・・商工会議所

※申請書類が異なるので注意！

申請ポイントその1



電子申請（Ｊグランツ）を選択する。

申請ポイントその２

審査は、公募要領に示される「審査の観点」に沿って行われます。

電子申請を選択することにより、点数がプラス(政策加点)され、採択
が高まる可能性があります。

とは、

加点方式

国の政策に沿う取組を行う事業者に対して審査で加点を付与すること

政策加点



gBizIDプライムアカウントの取得

•「Jグランツ」を利用するためには「gBizIDプライムアカウント」を取得
する必要があります。

•申請には、

•取得は無料です。

スマートフォンまたは携帯電話
印鑑証明書(3か月以内)、登録印が必要

登録サイト( https://gbiz-id.go.jp/top/ ) で
申請書を作成し、事務局へ郵送します。
書類審査は、約３～４週間かかります。





申請スケジュール

20日

12日



申請の流れ

経営計画・補助事業計画書を作成する

商工会または商工会議所に①を提出し、アドバイス
を受けて事業支援計画書を交付してもらう

郵送またはＪグランツにて申請

採択後、交付決定通知書を受け取る

補助事業の実施（7か月程度）
※交付決定日後の発注・契約が必須！

実績報告書を作成し提出

実績報告書の審査終了後、補助金の入金
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第10回最短予測

12/1

12/9

第9回

9/12

9/20

事前に商工会、商工会議所に電話して予約の確認

初回提出で再提出もありえるので、締め切り一週間
前くらいを目途にする。

11/23までに、経営計画・補助事業計画書を
作成すれば、第10回締め切りには余裕で間
に合います。

2

3



採択のカギは、
様式2-1の
『経営計画』と『補助事業計画』
の内容です。最大8枚

申請書類一覧
（通常枠）



<経営計画>



<補助事業計画>



ここで、質問です。何に見えますか？

Edwin Garrigues Boring

画面奥に顔を向けている若い女性

それとも、

横顔の年老いた女性

でしょうか？



誰が読んでも、事業への想い・目的・目標・どのような事業を
どのように行うか、明確に理解できる（伝える）経営計画・補
助事業計画書を作成することが採択の可能性を高めます。

審査員はあなたの事業内容を知りません。

読み方によって、あーでもない、こーでもないというあいまいさ
がでると確実に不採択になります。

申請ポイントその３



書面審査の内容 ～公募要領より～



私は、志師塾受講前の2021年6月（第5回）は不採択となり、

志師塾第4講受講中の2021年10月（第6回）に採択されました。

志師塾の学びは『経営計画』と『補助事業計画』作成に役立ちます。

例）先生ビジネス開発講座の第０講、第1講、第2講の学び

などなど

肩書 自己棚卸 キャッチコピー 理念 ビジョン

商品・サービスづくり



志師塾の学びを活用して、

小規模事業者持続化補助金にチャレンジしましょう！

チャンスはあと2回（12月、2月）

志師塾生ならば、 やればできる！
ティモンディ高岸

～ひとりで作成できるか不安なあなたへ、お知らせがあります～



小規模事業者持続化補助金にチャレンジする
あなたを します。

経営計画・補助事業計画書セルフ作成キット
（通常枠対応）を利用して、

50万円を獲得しましょう！

バックアップ



経営計画・補助事業計画書セルフ作成キット 内容

① 穴埋め式下書きシート（ワード）

「元審査員情報に基づき作成」

「審査ポイントの流れにそっている」

「審査項目を網羅している」



② 表・グラフ作成シート（エクセル）
実績、売上、目標、効果、取組み比較表、スケジュール表、売上構成比率グラフ



③ 先生業の採択された記載例

さしで社労士事務所の経営計画・補助事業計画書（8枚）
※飲食・サービス業の記載例は、公式サイトに
掲載されていますが、先生業は記載なし

④ 事業計画作成の流れと下書きシートの書き方（PDF）
採択された先生業の経営計画・補助事業計画書の解説（PDF）

⑤ 個別ZOOM相談（1時間程度 購入後1回）



現在、補助金作成支援を弊所に依頼すると、
着手金4万円+採択後に採択額の10％ （全て税別）

50万円採択された場合、総額 になります。
不採択の場合でも着手金は、返金しません。

（報酬の相場は20％から30％）

ですが......

9万円+税

自分で作成する経営計画・補助事業計画書セルフ作成キット
の価格は、着手金より低額に設定しました。

価格 3万円（税込）



特別価格 志師塾生に限り、

1万５千円 （税込）

相互支援



注意事項

•詳細は公募要領を参照してください。

•ワード、エクセル、パワーポイントの基本操作知識が必要です。

•電子申請はChromeかFirefoxを利用。（パソコン必須）

• 審査の採択結果前に事前購入すると無効になります。

•必ず採択されるとは限りません。

•不採択の場合でも理由は教えてくれません。

•経営計画・補助事業計画書セルフ作成キットは、通常枠の対応です。



まとめ

• 小規模事業者持続化補助金の概要

• 3つの申請のポイント（ ）

• 志師塾の学んだ知識で経営計画・補助事業計画書が作成できる

• 申請チャンスはあと2回（ ）ある

• 志師塾のＷeb制作パッケージが5万円（4万8,400円）になる

• 経営計画・補助事業計画書セルフ作成キットで できる

管轄・電子申請・明確な計画書作成

12月 2月

自分で作成


