
尼崎市創業支援補助金 
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１．補助対象者について 

 

 

Ｑ-１ 補助対象者は？ 

 次のすべての条件を満たす方が対象です。 

① 令和４年１月１日から令和５年１月３１日までに、尼崎市内で創業（第二創業含

む）すること 

② 特定創業支援事業を受けていること 

③ 中小企業者又は個人事業主であること 

④ 風俗営業等を行う事業者でないこと 

⑤ 宗教・政治団体等でないこと 

⑥ 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと 

 

 

Ｑ-２ 第二創業の定義は？ 

 これまで行っていた事業とは異なる事業（業種は「日本標準産業分類の中分類」）を

行うものとしています。 

 

 

Ｑ-３ 特定創業支援事業とは？ 

 尼崎商工会議所、尼崎信用金庫が実施する創業塾や（公財）尼崎地域産業活性化機

構が実施する創業支援事業等が挙げられます。 

 詳細につきましては、（公財）尼崎地域産業活性化機構までお問合せください。 

 

 

Ｑ-４ 中小企業者とは？ 

 中小企業基本法に基づく中小企業者の要件に該当する法人のこと。 

業 種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員数 

製造業、建設業、運輸業、 

その他の業種（下記３業種

以外の業種） 

３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 



サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下 

小売業 ５，０００万円以下 ５０人以下 

 

 

Ｑ-５ 個人事業主ですが尼崎市外在住です。補助対象となりますか？ 

 お住まいが尼崎市外でも、自身が代表として営む主要事業の事業所（店舗、工場、

事務所等）が尼崎市内であれば対象となります。 

 

 

Ｑ-６ 国や県による創業支援事業を受けたが、本補助金の受給は可能です

か？ 

 可能ですが、補助対象経費を超えることのない補助金額での補助となります。 

 

 

Ｑ-７ 今後開業予定であり、申請日時点では未開業です。補助対象となりま

すか？ 

 対象となります。本補助金は令和５年１月３１日消印有効分まで申請を受け付けて

いますので、期限内での申請をお願いします。 

 ただし、請求書、実績報告書等を提出する時点で開業していることが条件となりま

す。その際には、公に開業が確認できる書類（例：開業届等）が必要です。 

 

 

Ｑ-８ 個人事業主で尼崎市内に複数の事業所を展開する場合は、事業所ごと

に申請できますか？ 

 １事業者につき１回限りの申請となります。 

 

 

Ｑ-９ 各種私法人も補助対象となりますか？ 

 医療法人や社会福祉法人、ＮＰＯ法人などの各種私法人も、該当する業種の常時使

用する従業員数をご確認いただき、Ｑ-４記載の表の人数以下の場合、中小企業者扱い

となり対象となります。なお、自身がどの業種に当てはまるかが不明な場合は別途ご

相談ください。 



Ｑ-１０ 法人格をもたない、いわゆる「みなし法人」も補助対象者となりま

すか？ 

 該当する業種の常時使用する従業員数をご確認いただき、Ｑ-４記載の表の人数以下

の場合、中小企業者扱いとなり、対象となります。 

 

 

Ｑ-１１ 医師、士業は補助対象者となりますか？ 

 確定申告を事業収入として計上されている場合は個人事業主として対象となりま

す。給与収入等で計上されている場合は、勤務先との雇用関係があるとみなされるた

め、対象とはなりません。また各士業法人は、Ｑ-４記載のサービス業とみなし、条件

に合致する場合は中小企業者として対象となります。 

なお、事業収入と給与収入どちらもあるケースなどにつきましては、（公財）尼崎地

域産業活性化機構までお問合せください。 

 

 

Ｑ-１２ 定まった事業所をもたない個人事業主（いわゆるフリーランス）は

補助対象者となりますか？ 

 確定申告書に記載の事業所（自宅兼事務所など）住所が尼崎市内であり、収入を事

業収入で計上されている場合で、対象物品等の購入（導入）が業務上における創業に

資すると認められる場合は対象となります。（自己の用途に使用する場合は対象外で

す。） 

 

 

Ｑ-１３ 農家、漁師は補助対象者となりますか？ 

 農林水産業にかかる個人事業主として対象となります。 

 

 

Ｑ-１４ 昨年度以前に個人事業主として創業し、今年度に法人化した場合、

補助対象となりますか？ 

 本支援補助金の目的としましては、これまで行っていた事業とは異なる事業にチャ

レンジする創業者、第二創業者を対象とするため、同じ事業内容であれば、対象外と

なります。 

 



２．補助対象経費について 

 

 

Ｑ-１５ 補助上限金額はいくらですか？ 

 補助対象経費（税抜き金額）の３分の２で上限５０万円となります。 

よって、７５万円以上の経費（事務所等の賃借料や改装工事費、初期設備の購入、

広報費等）を支出した場合、上限額の５０万円が補助されます。 

 

 

Ｑ-１６ 補助対象期間はいつからいつまでですか？ 

 令和４年１月１日～令和５年１月３１日までです。期間内に発注（契約）、納品、支

払が完了している必要があります。 

 

 

Ｑ-１７ 発注（契約）、納品は補助対象期間内に完了するのですが、支払いが

クレジットカード払いの関係上補助対象期間を過ぎてしまいます。補助対象に

なりますか？ 

 補助対象期間（令和４年１月１日～令和５年１月３１日）内に、発注（契約）、納

品、支払が完了していることが必要です。いずれか一つでも補助対象期間を過ぎると

補助対象外となりますのでご注意ください。 

 

 

Ｑ-１８ どのようなものが補助対象経費になりますか？ 

 次の①～④で、尼崎市で創業するにあたり、新型コロナウイルス感染症が拡大する

中、新しい生活様式や新しい働き方等を考慮した事業等を開始するために必要な経費

が対象となります。 

用途が曖昧なもの（創業するために特段必要とせず、個人的に使用すると思われる

ものなど）は審査の際に対象外と判断される場合がありますので、明確に補助対象経

費となるものを申請してください。 

また、補助対象経費は 1品あたりの経費が５０千円以上（税抜）のものが対象にな

ります。 

補助対象経費に該当するか不明な場合につきましては、（公財）尼崎地域産業活性化



機構までお問合せください。 

①事務所等の賃借料、②改装工事費、③初期設備購入費、④広報費 等 

・「その他市長が認める経費」につきましては、該当するか判断する必要があ

りますので、（公財）尼崎地域産業活性化機構までお問合せください。創業す

るにあたり、必要不可欠な経費であるか判断することになります。許認可申請

に係る委託費なども対象となる可能性があります。 

・現地確認(実際に申請通りの物品が購入されているか、工事が完了しているか

など)をさせていただく場合がございますのでご承知おきください。 

 

 

Ｑ-１９ 資材を発注した、既に支払いも済んでいるが納品が令和５年２月以

降になる。申請可能ですか？ 

 補助対象期間（令和４年１月１日～令和５年１月３１日）内に、発注（契約）、納

品、支払が完了していることが必要です。いずれか一つでも補助対象期間を過ぎると

補助対象外となりますのでご注意ください。 

 

 

Ｑ-２０ 申請日以前に補助対象経費の購入が済んでいるが申請可能ですか？ 

 可能です。令和４年１月１日以降に購入（導入）されたものであれば補助対象とな

ります。ただし、領収書のコピーの提出が必要となります。また、見積書・請求書等

が必要な場合もあります。 

 

 

Ｑ-２１ リース料はどこまで認められますか？ 

 利用期間及び支払い完了が令和４年１月１日～令和５年１月３１日までの分が対象

です。支払いが令和５年１月３１日を超える分については対象外となりますのでご注

意ください。 

 

 



３．申請方法・必要書類について 

 

 

Ｑ-２２ 申請はどのようにすればよいのでしょうか？ 

 尼崎市創業支援補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書に必要書類（詳細はＱ-

２８）を添えて、下記提出先へ郵送してください。（レターパックプラス又はレターパ

ックライト） 

 

（公財）尼崎地域産業活性化機構「尼崎市創業支援給付金係」へ郵送 

〒660-0881 尼崎市昭和通 2-6-68 尼崎市中小企業センター4階 

 

 

Ｑ-２３ 申請から補助までの流れは？ 

 申請者は交付申請書に必要書類（詳細はＱ-２８）を添えて提出します。本市は提出

された申請書類に誤記や不足がないか確認し、問題なければ受領します。受領後に審

査が開始され、補助が妥当であると判断された場合は、交付決定通知書を発行しま

す。    

なお審査の結果補助すべきでないと判断された場合は、不交付決定通知書が発行さ

れます。その場合、補助金は支払われません。 

 交付決定通知書を受領した申請者は、補助対象物品等の購入（導入）を行います。

購入（導入）完了後、創業支援補助金請求書、実績報告書及び収支決算書に必要な書

類（詳細はＱ-３３）を添えて提出します。本市は提出された請求書類に誤記や不足が

ないか確認し、問題なければ受領します。受領後に審査を行い、補助金支出が妥当で

あると判断された場合は、指定の口座へ補助金を振り込みます。 

 一連の流れにつきましては、以下のフロー図をご参照ください。 
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Ｑ-２４ 申請書提出期限は？ 

令和５年１月３１日（火）当日消印有効分までとなります。ただし、当該日付まで

に補助対象経費の発注（契約）、納品、支払が完了していることが必要となります。 

請求期限につきましては、令和５年２月２８日（火）当日消印有効分までとなりま

す。 

 

 

Ｑ-２５ 申請は先着順ですか？ 

 予算の上限に達し次第受付は終了となります。 

 

 

Ｑ-２６ 申請すればだれでも補助を受けられますか？ 

 対象者や補助の要件については、申請書類を確認・審査します。審査通過後、交付

決定通知を発行します。審査の結果によっては補助されない場合もあります。 

 

 

Ｑ-２７ 代理での申請はできますか？ 

申請者本人に限ります。 

 

 

Ｑ-２８ 交付申請に必要な書類は？ 

基本は次の通りです。なお、補助対象経費の内容によっては追加で書類の提出を求

める場合があります。請求時に必要な書類はＱ-３３に記載してあります。 

① 尼崎市創業支援補助金交付申請書（第１号様式） 

② 事業計画書（第１号様式の２）及び収支予算書（第１号様式の３） 

③ 特定創業支援事業の支援を受けたことを証明する書類 写し 

④ 開業年月日を証明する書類 写し 

⑤ 補助対象経費の内容及び金額が確認できる書類 

【事務所等の賃借料】 

・事務所などの賃借料……賃貸借契約書 写し 



【改装工事費、初期設備購入費、広報費 等】 

・既に購入済みの場合……領収書又はレシート 写し 

・これから購入する場合…見積書又はインターネットショッピングサイトの 

当該物品の名称及び内容、金額がわかる画面を印刷 

したものなど 

⑥【中小企業者の場合】 

  ・履歴事項全部証明書 写し 

【個人事業主の場合】 

・代表者本人確認書類のうち次のいずれかの写し 

運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面)、住民基本台帳カード、パス

ポート(現住所記載のあるものに限る)、在留カード・特別永住者証明書、健

康保険証と住民票 

⑦ 各種許認可証（営業許可証等）の写し（許認可業を営む事業者のみ） 

⑧ 直近の期の、確定申告書（個人事業主の場合）又は決算書（法人の場合）の写

し 

※創業間もない事業者は当該期間の試算表、売上台帳等履歴事項全部証明書の写

し（法人の場合のみ、申請日前６ヶ月以内に発行されたもの）※コピー可 

⑨ 上記のほか、市長が必要と認める書類 

 

 

Ｑ-２９ 申請書類はどこで入手できますか？ 

 尼崎市ホームページよりダウンロードできます。また、平日９時～１７時の間で次

の窓口でも配布しています。 

 ・（公財）尼崎地域産業活性化機構 事業課（尼崎市中小企業センター４階） 

 ・経済活性課（本庁舎中館７階） 

 ・地域産業課（出屋敷リベル３階） 

 ・尼崎商工会議所 

 

 

Ｑ-３０ 申請書類に押印は必要ですか？ 

 押印は不要です。また、書き損じた場合の訂正印も不要です。 



Ｑ-３１ 交付決定通知書が届きました。次はどうすれば良いですか？ 

Ｑ-２３のフロー図をご確認ください。 

補助対象経費（物品等）の発注、納品、支払を完了してください。全て完了後、創業

支援補助金請求書、実績報告書、収支決算書に必要書類を添えて、下記提出先へ郵送

してください。（レターパックプラス又はレターパックライト） 

 

（公財）尼崎地域産業活性化機構「創業支援補助金係」へ郵送 

〒660-0881 尼崎市昭和通 2-6-68 尼崎市中小企業センター4階 

 

 

Ｑ-３２ 交付申請の際に提出した見積書の物品とは異なる物品を購入（導

入）したい。どうすれば良いですか？ 

 見積書の物品と今回変更したい物品が同一区分で、かつ金額が見積書物品と同額又

はそれ以下の場合はそのままご購入（導入）いただけます。 

 

 

Ｑ-３３ 請求に必要な書類は？ 

① 創業支援補助金請求書（第５号様式）、補助事業実績報告書（第５号様式の１）

及び収支決算書（第５号様式の２） 

② 補助対象経費（物品等）の領収書又はレシートの写し（交付申請時に既に提出

済みのものについては不要） 

③ 振込先金融機関の通帳の写し（表紙と見開きページ 金融機関名、支店名、口

座種別、口座カナ名義、口座番号が確認できるもの） 

 

なお、補助対象経費の内容によっては追加で書類の提出を求める場合があります。 

 

 

Ｑ-３４ インターネットで購入した物品等の領収書はウェブからプリントア

ウトしたもので良いですか？ 

 プリントアウトしたものをご提出いただければ結構です。 

 

 



Ｑ-３５ 領収書やレシートに商品一式としか記載されておらず、購入物品の

内訳（明細）が確認できません 

 購入内容を証明できるものや、複数品を一式で購入された場合は内訳明細書（購入

品の各名称及び各価格が確認できるもの）を添付してください。 

 

 

Ｑ-３６ クレジットカード払いやネットバンキング支払いのため領収書の発

行がありません。 

 領収証の代わりに次の書類をご提出ください。 

【クレジットカード払いの場合】次の①～③の書類 

① カード利用明細書 写し（中小企業者の場合、カード名義は「法人名＋代表者

名」又は「代表者名」であることが必要です。〈代表者以外の社員等の個人名義

カードは不可〉。個人事業主の場合は、本人名義に限ります。） 

② 通帳引き落とし明細又は電子通帳引き落とし明細 写し 

③ 請求書、納品書（商品明細と購入者〈申請者と一致〉が確認できるもの）写し 

【ネットバンキングによる支払の場合】次の①及び②の書類 

① 振込控え又は通帳引き落とし明細 写し 

② 請求書、納品書 写し（商品明細と購入者〈申請者と一致〉が確認できるも

の） 

 

 

Ｑ-３７ 実績報告書兼請求書の交付決定番号には何を記入すれば良いです

か？ 

 先にお送りしています、交付決定通知書の右上部分に記載の「尼経活第○○○号-

２」が交付決定番号です。こちらの番号をご記入ください。 

 

 

Ｑ-３８ 振込先口座に申請者名義と異なる口座を指定することはできます

か？ 

 原則、同一名義（法人にあっては法人用口座、個人にあっては代表者口座）のもの

でお願いします。 

 やむを得ない理由で別名義の口座に入金とする場合、代理受領の委任状が別途必要

となります。その場合は個別にお問い合わせください。 



Ｑ-３９ ネットバンキングのため、通帳がありません。口座情報が確認でき

る書類は何を提出すれば良いですか？ 

 金融機関名、支店名、口座カナ名義、口座種別、口座番号が確認できる画面のスク

リーンショットなどを印刷してご提出ください。 

 

 

Ｑ-４０ 当座預金口座のため、通帳がありません。口座情報が確認できる書

類は何を提出すれば良いですか？ 

 金融機関名、支店名、口座種別、口座カナ名義、口座番号が確認できるもので、金

融機関が発行する、当座勘定照合表、残高証明書、口座証明書、当座預金入金帳等の

写しをご提出ください。 

 

 

Ｑ-４１ ゆうちょ銀行の振込用支店番号と７桁の口座番号がわかりません。 

 通帳２ページ目の下段に記載されています。もしくはインターネットで「ゆうちょ

銀行 記号番号から振込用の支店名」と検索すると調べることができます。 


