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創業を目指すみなさまへ
―本書の目的

北本市創業支援ガイド2021

本書は、北本市内の創業を希望する人に対して、様々

な支援や制度を適切に紹介することを目的としています。

創業に興味がある、創業を希望している人が「創業に向

けて何をする必要があるのか」「今の自分はどんな支援

を受けられるのか(受けると良いのか)」を確認するため

の指針としてお使いいただければ幸いです。

※ 本書に記載しております各支援機関の施策や制度については概要と

なっております。申請要件の詳細や具体的な手続きについては各機関

へお問い合わせください。

※ 本書の内容は令和３年４月１日時点での内容となっています。

北本市市民経済部産業観光課

〒364-8633 北本市本町1-111

TEL:048-594-5530

FAX:048-592-5997

北 本 市 商 工 会

〒364-0002 北本市宮内7-148

TEL:048-591-4461

FAX:048-591-4043
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１ 創業の流れ ー創業準備チェックポイント

① 事業計画の立案まで

創業の決意

自分自身の状況と
資産の確認

業種・業態の
選定

経営方針の策定

業界・市場・
地域情報

□ 創業して何をやりたいのか
□ 創業後の目標は何か
□ 最後までやり遂げる自信はあるか

□ どのような業種にするか（自身の経験・
キャリア・趣味の観点から検討）

□ 個人か法人か（フランチャイズか）

□ 資産や資金はあるか
□ 家族の同意・協力は得られるか
□ 創業についての知識はあるか

□ 業種の成⾧性はどうか
□ 消費者や顧客の動向はどうか
□ 開業場所の地域性はどうか

□ どのような経営方針で運営するのか
□ セールスポイントは何か

●資産状況の把握
●家族等への説明
●創業に関する基礎的な知識

創業マニュアル[P.7-8]
創業セミナー[P.9]

●創業に関する基本的な知識
創業マニュアル[P.7-8]
創業セミナー[P.9]
創業お役立ちwebサイト[P.10]

●業種ごとの調査データ
中小企業ビジネス支援サイトJ-Net21[P.10]

●相談窓口の利用
創業相談窓口[P.11-13]
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事業計画の策定

創業意思の
最終決定

② 計画実行

計画の実行

創業準備

創業へ

●事業計画書の作成方法
創業の手引（日本政策金融公庫） [P.7]

●事業計画書へのアドバイスを受ける
創業相談窓口[P.11-13]

●業種別許認可一覧[P.19-20]
●資金調達について[P.14-18]
●インキュベーション施設等[P.21]

●ビジネスマッチング[P.19]
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□ 資金計画・資金調達はどうか
□ 開業後の収支予想はどうか

□ 家族の同意・協力は得られたか
□ 事業計画・資金繰り計画は合理的か、

無理はないか

□ 必要な許認可は受けたか
□ 資金調達はできたか
□ 店舗物件契約、改装等の工事手配は済んだか
□ 開業（法人設立）の手続きは済んだか

□ 広告、宣伝の手配
□ 商品の仕入れ

□ 開業の届け出は済んだか
□ 販路開拓



市役所産業観光課

北本市創業支援事業 手続きの流れ
相談者が産業観光課のワンストップ相談窓口を利用する場合

(ワンストップ相談窓口を経由して、北本市商工会の個別相談窓口を利用する場合)

① 相談者来庁① 相談者来庁

② 相談の聞取り② 相談の聞取り

ヒアリング
シートを作成

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
窓
口

③個別相談を実施
→必要に応じてセミナーや

他の支援機関等を紹介

③個別相談を実施
→必要に応じてセミナーや

他の支援機関等を紹介

④ 1か月間以上に亘って
4回以上の個別相談を実施
④ 1か月間以上に亘って
4回以上の個別相談を実施

ヒアリング
シートに
相談結果記載

個
別
相
談
窓
口

ヒアリング
シートの提供

証
明
書
の
交
付

⑤特定創業支援事業を受けた
ことの証明書の交付申請受理
⑤特定創業支援事業を受けた
ことの証明書の交付申請受理

⑥証明書の交付⑥証明書の交付

ヒアリング
シート提供

商工会または創業・ベン
チャー支援センター埼玉

情報提供同意書
記入

相談者が証明書交付申請相談者が証明書交付申請

相談者が証明書を用いて
関係機関と手続き

相談者が証明書を用いて
関係機関と手続き

⇒個別相談窓口
はＰ.８へ

相談者同意のもと

証明書の交付要件を
満たしているかの
確認
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公的機関や民間機関が創業マニュアルを作成しており、イン
ターネットで自由に閲覧することができます。各マニュアルの
内容・特徴を参考に、ご自身の知りたい内容に応じたものをご
利用ください。
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２ 創業マニュアル

創業マニュアル 「ビジネス・ナビ」 「創業の手引」

作成機関 埼玉県信用保証協会 日本政策金融公庫

内容・特徴

【内容】
・創業プラン（販売・仕入れ・資金・

収支計画等）の立て方
・創業のまめ知識（事業形態、各種届

出、税金、許認可）
・制度融資 など

【特徴】
書き込み式のマニュアル。創業のイ
メージを具体的な計画にまとめるのに
役立ちます。
全33ページ。

【内容】
・事業計画書の作成方法
・仕入計画、資金計画、売上予測、収支

計画、返済計画の方法
・創業の基礎知識（事業形態（個人と法

人））、許認可、届出、税金、経理、
資金繰り、従業員の採用）

・日本政策金融公庫の融資制度

【特徴】
事業計画書の書き方や創業の基礎的な知
識を紹介しています。事業計画書は融資
を受ける際等に使用しますので、こちら
の記載例を参考にすると良いでしょう。
また、美容業や飲食業など、業種別の創
業ポイントをまとめた「創業の手引+」
もあります。
全38ページ。

入手方法

埼玉県信用保証協会HPからPDFファイ
ルでダウンロード

埼玉県信用保証協会HPより
http://www.cgc-saitama.or.jp/
ホーム＞創業者の皆さまへ＞創業者向
け保証制度と当協会の創業支援 内

日本政策金融公庫HPからPDFファイルで
ダウンロード

日本政策金融公庫HPより
https://www.jfc.go.jp/
ホーム >サービスのご案内 >重点的な取
り組み >創業支援 >創業お役立ち情報
TOP 内

関連ページ

埼玉県信用保証協会の相談窓口→P.13
埼玉県信用保証協会とは→P.14

日本政策金融公庫のセミナー→P.9
日本政策金融公庫の相談窓口→P.11
日本政策金融公庫の融資→P.17-18
日本政策金融公庫インターネットビジネ
スマッチング→P.22
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「起業マニュアル」/
「経営ハンドブック」

「創業の基礎知識と
ビジネスプランの立て方」

独立行政法人 中小企業基盤整備機構（中小機構） 中小企業庁

【内容】
・「起業マニュアル」

起業を思い立ったその瞬間から、実際の起業準備
そして開業までをサポートします。

・「経営ハンドブック」
これから開業しようと考えている人に役立つ、
「販促手法」「法律知識」「経理・財務」などを
項目ごとに、準備段階から実際に起業・開業して
からも使えるコンテンツとしてまとめています。

【特徴】
中小機構が運営する中小企業ビジネス支援サイト
「J-Net21」内で公開されています。業種別の開業
宣伝のコストや社内規定のひな形など個別具体的な
情報が非常に充実しています。創業準備を進めてい
く中で「この場合はどうすればよいか？」を解決す
る辞書としても活用しやすくなっています。

【内容】
・創業の心構え（ビジネスの本質、ビジネスモデル

の構築）
・事業のプランニング（セールスポイントの設定、

競合相手の分析）
・事業開始前の手続き
・事業の実行と振返り（顧客獲得、販路拡大、資金

繰りと維持管理、帳簿管理、決算、会計ソフトの
利活用など）

・事業に必要な知識（消費税・所得税・法人税・マ
イナンバーなどの税金関係、商取引、知的財産権、
個人情報保護、人材活用、公的支援や補助金・助
成金情報）

【特徴】
中小企業庁が開催する「創業スクール」で使用され
ているテキストです。ビジネスプランの構築から開
業届の記載例、契約書の取り交わし方法など、創業
イメージの構築段階から創業後まで網羅しています。
全171ページ。

中小企業ビジネス支援サイト J-Net21にアクセス

中小企業ビジネス支援サイト J-Net21より
http://j-net21.smrj.go.jp/
トップページ > 起業する > 起業マニュアル
トップページ > 起業する > 経営ハンドブック

「創業スクール」HPからPDFファイルでダウン
ロード

「創業スクール」HPより
http://www.sougyouschool.jp/
TOP > 創業スクールとは？ ＞ 平成28年度創業ス
クール標準テキスト

中小企業ビジネス支援サイトJ-Net21→P.10



創業セミナーでは、創業の専門家や起業家などの講師から直接
話を聞くことができます。各支援機関のHPに開催情報が随時掲
載されますので、頻繁にチェックすると良いでしょう。

創業セミナーの
開催主体

創業・ベンチャー
支援センター埼玉 日本政策金融公庫 商工会・

商工会議所

内容・特徴

創業までの流れを知ることがで
きるものや、準備段階でよくあ
る悩みを先回りしてお伝えする
ものなど、ステージに合わせた
さまざまなセミナーが開催され
ています。
ホームページで開催情報を確認
することができます。

補助金・融資に関する内容の
ものや女性の創業についてな
ど、さまざまな創業セミナー
が全国で開催されており、HP
で開催場所・日程等が紹介さ
れています。
なお、セミナーの開催情報は
メールマガジンでも配信され
ています(登録は日本政策金融
公庫HPから)。

各商工会・商工会
議所が創業セミ
ナーを随時開催し
ています。内容は、
開催する商工会・
商工会議所によっ
て異なります。

問合せ先等

創業・ベンチャー支援センター
埼玉
さいたま市中央区上落合2-3−2 
新都心ビジネス交流プラザ 3F
TEL : 048-711-2222
FAX : 048-857-3921
利用時間: 月～土曜日

9:00～17:00
http://www.saitama-j.or.jp/sogyo/

※創業・ベンチャー支援セン
ター埼玉とは
埼玉県が地域経済の活性化を進
めるため設置し、平成24年度か
ら埼玉県の外郭団体である公益
財団法人 埼玉県産業振興公社に
移管され運営している、公的な
創業支援の総合相談機関です。
創業前や創業時、そして創業後
も、事業計画や販路開拓、資金
調達、IT、福祉などの疑問に経
験豊富なアドバイザーがお応え
します。
創業セミナーの開催のほか、創
業相談(→P.9)やインキュベー
ション施設の運営(→P.18)など
を行っています。

※セミナーの開催情報につい
てはHPよりご確認ください。
日本政策金融公庫HP
https://www.jfc.go.jp/

※セミナーの開催
情報については各
商工会・商工会議
所HPもしくは埼
玉県商工会連合会
のHPをご確認く
ださい。

北本市商工会HP
http://www.kita
moto-sci.jp/
埼玉県商工会連合
会HP
http://www.syok
oukai.or.jp/

関連ページ

創業・ベンチャー支援センター
埼玉による相談窓口→P.9
創業・ベンチャー支援センター
埼玉が運営するインキュベー
ション施設→P.18

創業の手引(日本政策金融公庫
作成の創業マニュアル)→P.4
日本政策金融公庫の相談窓口
→P.8
日本政策金融公庫の融資
→P.14
日本政策金融公庫インター
ネットビジネスマッチング
→P.19
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３ 創業セミナー



webサイト
ミラサポ
未来の企業
応援サイト

中小企業ビジネス
支援サイト
J-Net21

DREAM GATE

わたしと
起業.com

(女性の起業支援
専用サイト)

実施機関 中小企業庁
独立行政法人

中小企業基盤整備機構
（中小機構）

株式会社
プロジェクトニッポン

株式会社
ネット＆

コミュニティ研究所

内容・特徴

【内容】
・補助金、助成金

などの公的支援
情報

・専門家派遣の申
込

・オンラインの無
料相談サービス

など

【特徴】
目的・条件等に応
じて国や公的機関
の施策情報(補助
金、セミナー、税
制情報など)をわ
かりやすく提供す
る支援ポータルサ
イト。会員登録す
ることで他の経営
者や専門家などの
ユーザーと協力し
たり、補助金の検
索・電子申請等の
メリットを受ける
ことができます。

【内容】
・「起業マニュア

ル」/「経営ハンド
ブック」

・市場調査データ
・業種別開業ガイド
・各種様式(起業準備

シート、売上想定
シート、会社設立手
続必要書類など)

・資金調達ナビ など

【特徴】
中小企業のためのポー
タルサイト。公的機関
の支援情報を中心に、
経営に関するQ&Aや
数多くの企業事例など
を簡単に調べることが
できます。

【内容】
・専門家による無料オンラ

イン相談、面接相談
・複数の専門家から回答を

得ることができる起業Q
＆A

・セミナーの開催情報
・会社設立キット
・契約書や法的書類の生成

ツール
・融資の窓口
・起業マニュアルなど

【特徴】
経済産業省の後援を受けて
2003年4月に発足した起業
支援プラットフォーム。
400名を超える登録専門家
が、相談対応やQ＆A回答
などを行っています。また、
会社設立に必要な書類の作
成が簡単にできるツールや
融資成功者の事業計画書な
ど、実践的なコンテンツが
揃っています。
利用には会員登録(無料)が
必要です。

【内容】
・女性起業家情報

(全国各地で活躍し
ている女性起業家
の事例レポート)

・起業講座(eラーニ
ング)

・メルマガ講座

【特徴】
厚生労働省からの委
託により運営されて
いる女性の起業に特
化したサイト。女性
のワークライフバラ
ンスを重視した内容
となっています。

URL
https://www.mira
sapo.jp/

http://j-
net21.smrj.go.jp/

http://www.dreamgate.gr.
jp/

http://www.watashi-
kigyou.com/

関連ページ

「起業マニュア
ル」/「経営ハンド
ブック」→P.5

創業者向けのセミナーやイベント、融資や助成金等の公的
支援情報を効率的に探すのに役立つwebサイトをご紹介します。
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４ 創業お役立ちwebサイト



相談 個別相談窓口 ワンストップ
相談窓口 創業サポートデスク

実施機関 北本市商工会 北本市産業観光課 日本政策金融公庫

内容・特徴

商工会の経営指導員が
個別に相談をお受けし
ます。なお、1か月以
上の期間にわたって4
回以上継続的に個別相
談を受けた方には、会
社設立時の登録免許税
が軽減されるなどの支
援が適用される場合が
あります(→P.20)。

北本市で創業を考えて
いる方を対象に、各支
援機関や融資制度等の
情報提供を行います。

創業支援の専任スタッフが創業のアイ
ディア、事業計画の立て方、資金調達
や販売、仕入、収支計画、経理、資格
・許認可など希望や段階に応じて相談
をお受けします。

相談日

月曜日～金曜日(年末
年始を除く)
9:00～11:00
13:00～16:00

月曜日～金曜日(年末
年始を除く)
9:00～12:00
13:00～16:00

平日
9:00～17:00は日本政策金融公庫
の各支店で相談可能

休日、夜間
予約制

申込方法

電話(048-591-4461)か、
窓口へ直接お越しくだ
さい。

電話(048-594-5530)か、
窓口へ直接お越しくだ
さい。

平日
予約不要

休日、夜間
下記の問合せ先にお電話にて
お問い合わせください。

相談場所・
問合せ先

北本市商工会

北本市宮内7-148
TEL: 048-591-4461

北本市産業観光課

北本市本町1-111
TEL:048-594-5530

平日・夜間の相談
日本政策金融公庫国民生活事業部
創業サポートデスク(各支店に設置)
※さいたま支店

さいたま市大宮区宮町1-109-1
(大宮宮町ビル)
TEL:048-643-3711

休日の相談
東京ビジネスサポートプラザ
日本政策金融公庫新宿支店
新宿区西新宿1-14-9
TEL:03-3342-3831 

関連ページ

創業の手引(日本政策金融公庫作成の
創業マニュアル)→P.4
日本政策金融公庫の創業セミナー
→P.6
日本政策金融公庫の融資→P.14
日本政策金融公庫インターネットビジ
ネスマッチング→P.19
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ご自身の創業について具体的なアドバイスを受けたい場合は
相談窓口の活用をオススメします。特定の分野に特化して相談
したい場合や、創業まで継続的に相談に乗ってほしい場合など、
相談者の希望に応じてさまざまな窓口が置かれています。

５ 創業相談窓口



相談 個別相談窓口

実施機関 創業・ベンチャー支援センター埼玉

アドバイザーによる
創業・経営相談 士業等による無料相談会

内容・特徴

中小企業診断士や金融機関OBなどの民間
のアドバイザーが相談に応じます。開業全
般・販路・資金調達・事業計画・人材確
保・税務・許認可関係・技術・特許など、
専門的な相談に対応します。相談時は独自
に作成している「創業のツボハンドブッ
ク」を活用し、相談者の段階に応じたアド
バイスを受けることができます。

行政書士(会社設立の手続きや官公署への許可
申請等)、社会保険労務士(労働保険、社会保
険手続き等)、司法書士（会社の登記、定款
等)など、分野ごとに士業等の専門家が相談に
応じます。

相談日

月曜日～土曜日
(年末年始(12/29～1/3)・祝日を除く)

9:00～17:00
※1回の相談につき2時間まで

士業等によって相談日が異なります。ホーム
ページより相談日をご確認ください。

申込方法

無料・事前予約制。
電話(048-711-2222)または
HP(http://www.saitama-j.or.jp/sogyo/の
メールフォームからお申し込みください。

無料・事前予約制。
電話(048-711-2222)からお申し込みください。

相談場所

創業・ベンチャー支援センター埼玉
さいたま市中央区上落合2-3-2新都心ビジネス交流プラザ3F
TEL:048-711-2222

関連ページ

創業・ベンチャー支援センター埼玉の創業セミナー→P.6
創業・ベンチャー支援センター埼玉のインキュベーション施設→P.18
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相談 金融よろず相談窓口 女性専用創業相談窓口

実施機関 埼玉県信用保証協会

内容・
特徴

金融相談・経営診断のための窓口。
専任の金融相談担当者が無料で相談をお
受けします。創業する際の手続きや自社
にあった融資制度などの相談をお受けし
ます。

創業を考えている女性の方、創業後間もない
女性経営者の方からのご相談を、専任の女性担
当者がお受けします。

相談日
月曜日～金曜日 9:00～17:20
※上記時間外でも相談をお受けしていますので、ご希望の方は事前にご連絡ください。

申込方法
事前申し込み不要

相談場所
埼玉県信用保証協会 本店創業支援部
さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル10F

問合せ先

埼玉県信用保証協会創業支援部
TEL:048-647-4720

埼玉県信用保証協会創業支援部
女性専用創業相談専用番号 TEL:048-647-8739

関連ページ
埼玉県信用保証協会作成の創業マニュアル→P.4
埼玉県信用保証協会とは→P.11
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※…原則として、埼玉県内の銀行・信用金庫・信用組合・商工中金の本店・支店
(日本政策金融公庫・ゆうちょ銀行・農業協同組合を除く)
なお、北本市内の金融機関については[P.13]をご覧ください。

制度融資では、受付機関による書類確認、金融機関による融資審査、埼玉県信用保証協会
による保証審査を受けることになりますので、手続きに一定の期間を要します。制度融資の
利用を検討している場合は、まず申込受付機関である商工会に相談してみましょう。

埼玉県信用保証協会とは
埼玉県信用保証協会は、中小企業者が金融機関から資金を借り入れる際に保証人となって

融資をサポートする公的な機関です。利用者は信用保証協会に保証してもらう代わりに信用
保証料を金融機関を経由して保証協会へ支払うことになります。何らかの事情によって借入
金を返済できなくなった場合は、保証協会が代わって返済し、その後事業者と相談しながら
保証協会に返済していくことになります。

関連 埼玉県信用保証協会作成の創業マニュアル→P.4
埼玉県信用保証協会による相談窓口→P.10

６ 資金調達について
自己資金

創業資金のすべてを自己資金で賄うことは難しいですが、一定額の自己資金は必要に
なります。金融機関から借り入れる場合でも、借入額に応じた自己資金要件を求められ
る場合があります。第三者からの贈与では自己資金として認められないことがあります
ので、ご自身の収入から継続的にコツコツと資金を貯める（そして、その過程を通帳に
記帳して第三者に示すことができるようにしておく）ことも大切です。

なお、創業の自己資金の目安は、一般に総事業費の３割だと言われています。

融資を受ける
自己資金で不足する分については金融機関等からの借り入れを考えます。
しかし、創業者が取引実績のない民間の金融機関から借り入れをするのは難しいで

しょう（民間の金融機関によっては、創業者向けのサービスを用意しているところがあ
ります。）。

ここでは、創業者向けの融資として「制度融資」と「日本政策金融公庫からの融資」
をご紹介します。

制度融資
制度融資とは、都道府県や地方自治体が中小企業の資金調達を円滑にするために設け

ている制度です。
埼玉県には、県が金融機関に対して利子補給を行うことで、中小企業が民間の金融機

関から県の定める低い利率（創業者向けの制度融資では１％以下）で融資を受けること
ができる「中小企業制度融資」があります。
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＜中小企業制度融資の一般的な手続きの流れ＞

※



起業家育成資金 女性経営者支援資金
新事業創出貸付 独立開業貸付 女性起業家支援貸付

対象

1か月以内に個人で開業もし
くは2か月以内に会社を設立
し開業する具体的な計画を
持つ創業者又は開業後5年未
満の方
※廃業経験がある方は、再

挑戦支援保証を利用できる
場合があります

開業予定の業種と同一業種
又は同一職種に、1年以上勤
務しているもしくは開業直
前に1年以上勤務していた方、
その他法律に基づく資格、
特許法に基づく技術等を持
つ方などで開業もしくは会
社設立から2年未満の方

1か月以内に個人で開業もしく
は2か月以内に会社を設立し開
業する具体的な計画を持つ女性
又は開業後5年未満の女性
※起業家育成資金（新事業創出
貸付）との併用で2,500万円ま
で無担保で利用することが可能
です（ただし、運転資金の限度
額は合計1,500万円となりま
す）。

自己資金

開業前の場合、融資額と同
額以上が必要
※再挑戦支援保証の場合、
不要

開業前の場合融資額の4分の
1以上

要件なし

貸付限度

設備資金 1,500万円
運転資金 1,500万円
※設備・運転併用の場合は
合計1,500万円（再挑戦支援
保証を利用する場合はいず
れも1,000万円）

設備資金 3,000万円
運転資金 1,500万円
※設備・運転併用の場合は
合計3,000万円

設備資金 1,000万円
運転資金 1,000万円
※設備・運転併用の場合は
合計1,000万円

利

率

5年超
10年以内

年0.9%以内 年1.0%以内 年0.9%以内

3年超
５年以内

年0.8％以内 年0.9％以内 年0.8％以内

1年超
３年以内

年0.7%以内 年0.8%以内 年0.7%以内

期間
設備資金 1年超10年以内
運転資金 1年超７年以内

担保

不要 取扱金融機関及び信用保証協
会との協議により定める

不要

保証人

個人：不要
法人：代表者を連帯保証

人とし、代表者以
外の連帯保証人は
不要

個人：原則として不要
法人：原則として、代表

者を連帯保証人と
し、代表者以外の
連帯保証人は不要

個人：不要
法人：原則として代表者を連帯

保証人とし、代表者以外
の連帯保証人は不要

信用保証料
年0.80％ 年0.45%～1.59％ 年0.90

問合せ

●事業を開始しようとしている又は事業所が所在する地区の商工会・商工会議所
※北本市商工会 TEL:048-591-4461

関連→北本市商工会の創業相談窓口P.8
●創業・ベンチャー支援センター埼玉 TEL:048-711-2222

関連→創業・ベンチャー支援センター埼玉とはP.6

創業者向けの埼玉県中小企業制度融資
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市内金融機関一覧

-16-

金融機関
埼玉りそな銀行
北本支店

武蔵野銀行
北本支店

東和銀行
北本支店

埼玉縣信用金庫
北本支店・
北本西口支店

住 所 北本1-36 中央3-64 中央1-66-2 北本2-1

電話番号 591-3131 592-5522 592-1211 591-3221

窓口
営業時間

【平日】
9:00-17:00

【平日】
9:00-15:00



日本政策金融公庫の融資
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日本政策金融公庫
日本政策金融公庫とは、国の政策のもとで国民一般・中小企業者及び農林水産業者の資金調

達を支援する金融機関です。日本政策金融公庫には「国民生活事業」 「中小企業事業」 「農
林水産事業」の機能があり、「国民生活事業」において創業支援のための融資制度を取り扱っ
ています。

関連 創業の手引(日本政策金融公庫作成の創業マニュアル)→P.4
日本政策金融公庫の創業セミナー→P.6
日本政策金融公庫の相談窓口→P.8

日本政策金融公庫の創業支援のための融資制度
具体的には、「新規開業資金」「女性、若者/シニア起業家資金」「再チャレンジ支援融資

(再挑戦支援資金)」があります。各制度によって対象者が異なりますが、以下については共通
しています。

・あらたに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方が利用できる
・貸付限度額が7,200万円(うち運転資金4,800万円)
・返済期間が設備資金は20年以内、運転資金が7年以内(うち据置期間が2年以内)

また、第二創業を図る方は「新事業活動促進資金」を利用することできます。こちらも貸付
限度額・返済期間については上記融資制度と同様となります。

次ページに各制度の概要を掲載しておりますので、ご自身が該当する制度を選んでご利用く
ださい。

なお、上記融資制度を無担保・無保証で受けたい場合は「新創業融資制度」の特例を受ける
という方法があります。

新創業融資制度とは
あらたに事業を始める方や事業を開始して間もない方(事業開始後税務申告を2期終えていな

い方)が、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確保している場合等に(※1)(※2)、無担
保・無保証人で創業支援のための融資制度を利用できる特例措置です。なお、この制度を利用
する場合は、貸付限度額が3,000万円(うち運転資金1,500万円)となります。

※1…自己資金のほか、いくつかの要件を満たす必要があります
※2…一定の要件を満たすと、自己資金要件を充足したものとして扱われる場合があります(→P.20)



日本政策金融公庫の主な創業者向け融資制度
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新規開業資金
女性、若者/
シニア

起業家支援資金

新事業活動
促進資金

再チャレンジ
支援融資

対象

新たに事業を始める方
や事業開始後概ね7年
以内の方向け
※その他細かい要件が
あります

女性または30歳未満か
55歳以上の方であって
新たに事業を始める方
又は事業開始後概ね7
年以内の方向け

経営多角化、事業転換
などにより、第二創業
を図る方向け

新たに事業を始める方
または事業開始後概ね
ね7年以内の方で、廃
業歴等のある方向け

自己資金

※新創業融資制度が適用される場合は、創業資金総額の10分の１以上の自己資金が必要

貸付限度

7,200万円（うち運転資金4,800万円）
※新創業融資制度の特例を受ける場合は、3,000万円(うち運転資金1,500万円)

利率

お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
詳細はお問い合わせください。

期間
設備資金 20年以内＜うち据え置き期間２年以内＞
運転資金 ７年以内＜うち据え置き期間２年以内＞

担保

ご希望、ご相談内容によって異なります。
※新創業融資制度の特例を受ける場合は無担保・無保証となります

保証人

信用
保証料

問合せ

●事業資金相談ダイヤル TEL:0120-154-505
●日本政策金融公庫さいたま支店国民生活事業 TEL:048-643-3711



７ 業種別許認可一覧
協会業種 業 種 許可等 根拠法 有効期限 主務官公署

製造業 食料品工業 食料品製造業 許可 食品衛生法 (52
条)

5年を下らない
期間

都道府県知事
(市⾧)

酒類製造業 免許 酒税法 (7条) ―― 税務署⾧
酵母・もろみ
製造業

免許 酒税法 (8条) ―― 税務署⾧

化学・機械工
業

医薬品・医薬
部外品・化粧
品・医療機器
製造業

許可 薬事法 (13条) 5年または6年 厚生労働大臣
(都道府県知事)

第１種高圧ガ
ス製造業

許可 高圧ガス保安
法 (5条)

―― 都道府県知事

その他の工業 自動車分解整
備業

認証 道路運送車両
法 (78条)

―― 地方運輸局⾧

鉱業 土石採取業 砂利採取業 登録 砂利採取法 (3
条)

―― 都道府県知事

採石業 登録 採石法 (32条) ―― 都道府県知事

建設業 建設業（注） 許可 建設業法 (3条) 5年 国土交通大臣
または都道府
県知事

電気工事業 登録 電気工事業の
業務の適正化
に関する法律
(3条)

5年 経済産業大臣
(経済産業局⾧)
または都道府
県知事

物品販売業 食料品販売業 許可 食品衛生法 (52
条)

5年を下らない
期間

都道府県知事
(市⾧)

飲食店、喫茶
店

許可 食品衛生法 (52
条)

薬局 許可 薬事法 (4条) 6年 都道府県知事

医薬品・医薬
部外品・化粧
品・医療機器
製造販売業

許可 薬事法 (12条) 5年または6年 厚生労働大臣
(都道府県知事)

医薬品販売業 許可 薬事法 (24条) 6年 都道府県知事

高度管理医療
機器・特定保
守管理医療機
器販売業

許可 薬事法（39条）6年 厚生労働大臣
(都道府県知事)

酒類販売業 免許 酒税法 (9条) ―― 税務署⾧
液化石油ガス
販売業

登録 液化石油ガス
の保安の確保
及び取引の適
正化に関する
法律 (3条)

―― 経済産業大臣
(経済産業局⾧)
または都道府
県知事

揮発油販売業 登録 揮発油等の品
質の確保等に
関する法律 (3
条)

―― 経済産業大臣

(経済産業局⾧)

家畜商 免許 家畜商法 (3条) ―― 都道府県知事

古物営業 許可 古物営業法 (3
条)

―― 都道府県公安
委員会
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協会業種 業 種 許可等 根拠法 有効期限 主務官公署
運送・倉庫業 一般旅客自動

車運送事業
許可 道路運送法 (4

条)
―― 国土交通大臣

(地方運輸局⾧)
特定旅客自動
車運送事業

許可 道路運送法 (43
条)

一般貨物自動
車運送事業

許可 貨物自動車運
送事業法
（3条）

特定貨物自動
車運送事業

許可 貨物自動車運
送事業法
(35条)

サービス業 物品賃貸業 高度管理医療
機器・特定保
守管理医療機
器賃貸業

許可 薬事法（39条）6年 厚生労働大臣
(都道府県知事)

宿泊業 旅館業 許可 旅館業法 (3条) ―― 都道府県知事
または市⾧

浴場業 浴場業 許可 公衆浴場法 (2
条)

―― 都道府県知事

映画・娯楽業 興行場 許可 興行場法 (2条) ―― 都道府県知事

その他の事業
サービス業

有料職業紹介
事業

許可 職業安定法 (30
条)

3年(更新時5年)厚生労働大臣

一般労働者派
遣事業

許可 労働者派遣事
業の適正な運
営の確保及び
派遣労働者の
就業条件の整
備等に関する
法律

3年(更新時5年)厚生労働大臣

(5条)
専門サービス
業

測量業 登録 測量法 (55条) 5年 国土交通大臣

建築士事務所 登録 建築士法 (23
条)

5年 都道府県知事

医療・福祉業 病院、診療所、
助産所

許可 医療法 (7条) ―― 都道府県知事

廃棄物処理業 一般廃棄物処
理業

許可 廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律 (7条)

2年 市町村⾧

産業廃棄物処
理業

許可 廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律 (14
条)

5年 都道府県知事

特別管理産業
廃棄物処理業

許可 廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律

5年 都道府県知事

(14条の4)
浄化槽清掃業 許可 浄化槽法 (35

条)
期限を付する
ことができる

市町村⾧

(概ね2年)

加工･修理業
医療機器修理
業

許可 薬事法（40条
の2）

5年 厚生労働大臣

(都道府県知事)

不動産業 宅地建物取引
業

免許 宅地建物取引
業法

5年 国土交通大臣
または都道府
県知事(3条)
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８ インキュベーション施設等

施設 女性起業支援ルーム COCOオフィス

場所
さいたま市中央区上落合2-3-2
新都心ビジネス交流プラザ3F

内容

女性起業家のための会員制ワーキングスペース。事業の発展や成⾧を目指す女
性起業家が活動する、新しいビジネス環境を提供し、身近なロールモデルとな
るような女性起業家の成⾧を支援します。
・女性アドバイザーによる相談対応
・利用者同士の交流
・スキルアップのためのプチセミナー
・自由な時間のワークスペース利用

利用案内

利用料金 月額5,140円(税込)
利用時間 月～土曜日

9:00～17:00(年末年始・祝日除く)
利用対象 県内で事業を営む原則創業5年未満の女性

1年以内に埼玉県内で創業を予定している女性

詳しくは下記までお問い合わせください。

問合せ
創業・ベンチャー支援センター埼玉
TEL:048-711-2222

関連ページ

創業・ベンチャー支援センター埼玉の創業セミナー、創業・ベンチャー支援セ
ンター埼玉とは→P.6
創業・ベンチャー支援センター埼玉の相談窓口→P.9

※賃貸物件をお探しの方は下記サイトもご参照ください

商店街魅力物件情報サイト「あきんどっとこむ」
http://www.hatomarksite-zentaku.com/saitama/
(埼玉不動産ポータルサイト「ハトマーク埼玉」内)

県内の市町村ごとの商店街・商店街の取組み出店してほしい業種や物件情報を
検索することができます。
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インキュベーションとは、英語で“（卵などが）ふ化する”という意味で、これになぞら
えて起業家の育成や新しいビジネスの創出を支援する施設を「インキュベーション施
設」と呼びます。インキュベーション施設にはさまざまな形態がありますが、概ね以下
のような特徴が挙げられます。

・創業者に比較的低賃料でオフィス・ワーキングスペースを提供する
・創業者を支援する専任のスタッフが置かれている
・主に国や自治体・大学等の公的な機関が運営している
・利用者同士の交流の機会がある



日本政策金融公庫
インターネット

ビジネスマッチング

ビジネス・
マッチング・
ステーション

埼玉県産業振興公社による
取引あっせん

内容

日本政策金融公庫が運営する
ビジネスマッチングサイト。
「売りたい」「買いたい」人
が商品登録を行い、互いの
ニーズがマッチするとそれぞ
れの詳細画面から商談依頼を
行い、その後は商談を進める
ことができます。

主に製造業とサービス業の方
が、新規取引先を探す手段と
して利用できる公的機関が実
施している取引受発注支援サ
イト。インターネットから直
接申込ができます。インター
ネット環境が未整備の場合は
公共財団法人 埼玉県産業振
興公社を通じて登録ができま
す。

「仕事を増やしたいので発注企
業を探してほしい」「仕事を手
伝ってくれる協力企業を探して
ほしい」という要望に対し、適
した企業を無料で紹介・あっせ
んします。申込書をメールもし
くはFAXで送る必要があります。

問合せ等

日本政策金融公庫
インターネットビジネスマッ
チングHP
https://match.jfc.go.jp/

ビジネス・マッチング・ス
テーションHP
http://www.biz-match-
station.zenkyo.or.jp/

公益財団法人 全国中小企業
取引振興協会
ビジネス・マッチング・
ステーション担当
TEL:03-5541-6688

公益財団法人 埼玉県産業振興公
社大宮事務所
取引振興部 取引支援グループ
TEL:048-647-4086
FAX:048-645-3286
MAIL:assen@saitama-j.or.jp

関連ページ

創業の手引(日本政策金融公
庫の創業マニュアル)→P.4
日本政策金融公庫の創業セミ
ナー→P.6
日本政策金融公庫の相談窓口
→P.８
日本政策金融公庫の融資
→P.14

９ ビジネスマッチング
ビジネスマッチングとは、企業の事業パートナーとの出会いをサ
ポートするサービスを言います。自社のPRブースを出展して事業
パートナーを見つける「マッチングフェア」や、webサイトに自
社の情報を登録し、興味を持った企業と情報交換を行う「イン
ターネット上のビジネスマッチング」等があります。
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北本市創業支援事業計画について
北本市では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域の

創業を促進するために平成28年12月に創業支援事業計画の認定を受け、市内
創業支援の取組みを推進することとなりました。

特定創業支援等事業について
創業支援事業計画に掲げる事業の中で「経営」「財務」「人材育成」「販

路開拓」の知識を学べる継続的な支援を行う事業を「特定創業支援等事業」
と位置付け、この事業による支援を受けた創業者・創業希望者の方は最大で
３つの支援を受けることができます。北本市では、「特定創業支援等事業」
として北本市商工会による「個別相談窓口(P.8)」を行っています。

支援１ 会社設立時の登録免許税の軽減
創業前の方又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合は、登録免許税

の軽減を受けることができます。

支援２ 信用保証協会の「創業関連保証(※)」の特例
融資を受ける際の無担保・第三者保証人なしの「創業関連保証」が、事業

開始6か月から利用することができます。

支援３ 日本政策金融公庫の「新創業融資制度(P.14)」の
自己資金要件の充足

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の自己資金要件（創業資金総額
10分の1以上）を充足したものとして同制度を利用できます。
支援４ 日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の

引き下げ
日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げの対象と

して、同資金を利用することが可能です。

支援を受けるための手続き
上記支援を受けるためには、北本市特定創業支援等事業の支援を受けたこ

とについての証明書を北本市から交付される必要があります。
証明書の交付を受けたい方は、所定の様式（産業観光課窓口、もしくは北

本市HPより入手できます）を押印の上、北本市産業観光課まで提出してくだ
さい。

なお、証明書は支援を受けたことを証明するものであり、支援を受けるこ
とを保証するものではありません。上記支援を受けるために、証明書の交付
のほかに審査や条件がある場合があります。

※…創業関連保証は国の定める法律に基づき信用保証協会が創業者を支援す
るための保証制度です。通常、この制度の対象となるには2か月以内に創業予
定でなければなりません。
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