【平成 29 年度補正・日本商工会議所提出用】
（様式１－１：単独１事業者による申請の場合）
記入日：平成 30 年 5 月 11 日
日本商工会議所 会頭 殿
郵便番号

399－0706

住所（都道府県 長野県塩尻市
名から記載）
名称

ちえてらすコンサルティング

代表者の役職

代表
印

代表者氏名
（姓／名）

中村

電話番号

090-8313-0720

剣

平成２９年度補正予算
小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
平成２９年度補正予算 小規模事業者持続化補助金の交付を受けたいので、下記の書類を
添えて申請します。
申請書類の記載内容は真正であり、かつ、当社は、小規模事業者持続化補助金の交付を受
ける者として、公募要領に定める「小規模事業者持続化補助金の交付を受ける者として不適
当な者」のいずれにも該当しません。この誓約が虚偽であり、またはこの誓約に反したこと
により、当方が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てません。
また、申請にあたっては、公募要領に記載された「重要事項」
（P.3～4）を確認し、その内
容を十分に理解しています。
記
・経営計画書（様式２）
【代表者の生年月日が確認できる公的書類の写しを添付】
【代表者の年齢が満 60 歳以上の場合で、かつ後継者候補の者が中心になって補助事業を行
う場合には、その者の実在確認書類の写しを添付（他の提出書類で確認可能な場合は不要）
】

・補助事業計画書（様式３）
・事業支援計画書（様式４）＊依頼に基づき、地域の商工会議所が作成します。
・補助金交付申請書（様式５）＊補助金事務局でお預かりし、採択決定後に正式受理します。
・事業承継診断票（様式６）
【代表者の年齢が満 60 歳以上の場合】
＊地域の商工会議所とご相談のうえ、同商工会議所が作成します。

●その他必要書類・電子媒体（ＣＤ－Ｒ・ＵＳＢメモリ等）
◇法人の場合
・貸借対照表および損益計算書（直近１期分）
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
◇個人事業主の場合
・直近の確定申告書（第一表、第二表、収支内訳書（１・２面）または所得税青色申告決
算書（１～４面）
）または開業届
＊収支内訳書がない場合は貸借対照表および損益計算書（直近１期分）を作成し提出

【平成 29 年度補正・日本商工会議所提出用】
（様式２）
経営計画書
名 称：ちえてらすコンサルティング
＜応募者の概要＞
（フリガナ）
名称（商号または屋号）

（チエテラスコンサルティング）
ちえてらすコンサルティング

法人番号（13 桁）※１
自社ホームページのＵＲＬ

https://www.chieterrace.net

（ホームページが無い場合は「なし」と記載）

業種番号
（2 桁 or3 桁）

主たる業種※２
常時使用する
従業員数※３

0人

資本金額

万

（個人事業者は記載不要）

直近１期（１年間）
の売上高（円）※５
連
絡
担
当
者

専門サービス業

72 業種名称

決算期間１年未満の場合：

（他に分類されないもの）

＊常時使用する従業員がいなければ、
「０人」と記入してください。
＊従業員数が小規模事業者の定義を超える場合は申請できません。

円

設立年月日（和暦）
※４

平成 27 年 5 月 23 日

円 直近１期（１年間）の
か月 売上総利益（円）※６

（フリガナ）
氏名

（ナカムラケン）
中村 剣

住所

（〒399－0706）
長野県塩尻市広丘原新田 165 番地 3

円
決算期間１年未満の場合： か月

役職

代表

電話番号

携帯電話番号

090-8313-0720

FAX 番号

E-mail アドレス

ken_nakamura@chieterrace.net

代表者の氏名

中村

剣

昭和 42 年

代表者の生年月日（和暦）※７

月

日

歳

平成 29 年 12 月 31 日現在の満年齢

【以下、代表者の平成 29 年 12 月 31 日現在の満年齢が「満 60 歳以上」の場合のみ記入】
＜誕生日の年が昭和 32 年（西暦 1957 年）またはそれ以前の者が該当します＞

補助事業を中心にな
って行う者の氏名
＊「様式６（事業承継
診断票）
」Ｑ１【

代表者からみた「補 □①代表者本人
助事業を中心になっ □②代表者の配偶者
□①「後継者候補」である て行う者」との関係 □③代表者の子

】

⇒後継者候補の実在確

記載の「後継者候補」

認資料の添付が必要

の氏名と同一の者か

（公募要領 P.73 参照）

[いずれか一方にチェック]

[右の選択肢のいずれか
１つにチェック]

□④代表者のその他親族
□⑤上記以外（親族外の役員・
従業員等）

□②「後継者候補」でない

（日本商工会議所・補助金事務局からの書類の送付や必要書類の提出依頼等の電話・メール連絡は、全て「連絡担当者」
（共同申請の場合は、原則、代表事業者の連絡担当者）宛てに行います。補助金の申請内容や実績報告時の提出書類の内容
について、責任をもって説明できる方を記載してください。電話番号または携帯電話番号は必ず記入をお願いします。FAX 番
号・E-mail アドレスも極力記入してください。
）
※１

法人の場合は、法人番号を記載してください。個人事業主は「なし」と明記してください。マイナンバー（個人番号（12
桁））は記載しないでください。

※２

公募要領Ｐ.83 記載の「業種分類」に基づいて、主たる業種の番号（２桁）、業種名称をご記入ください。（
「業種分類」
に小分類（３桁）が記載されている業種については３桁まで番号を記入し、業種名称をご記入ください。）

1

※３

公募要領Ｐ. 49 の２．（１）③の常時使用する従業員数の考え方をご参照のうえ、ご記入ください。なお、常時使用する
従業員に含めるか否かの判断に迷った場合は、地域の商工会議所にご相談いただけます。
（従業員数が公募要領Ｐ. 48 記載の「小規模事業者の定義」を満たす事業者のみ申請できます。）

※４ 「設立年月日」は、創業後に組織変更（例：個人事業者から株式会社化、有限会社から株式会社化）された場合は、現在
の組織体の設立年月日（例：個人事業者から株式会社化した場合は、現在の株式会社としての設立年月日）を記載してく
ださい。
＊個人事業者で設立した「日」が不明の場合は、「日」の部分は空欄のままで構いません（年月までは必ず記載してく
ださい）。
※５

「直近１期（１年間）の売上高」は、以下の記載金額を転記してください。
・法人の場合：

「損益計算書」の「売上高」（決算額）欄の金額

・個人事業者の場合： 「所得税及び復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「収入金額等」の「事業収入」欄、
または「収支内訳書・１面」の「収入金額」の「①売上（収入）金額」欄、
もしくは「所得税・青色申告決算書」の「損益計算書」の「①売上（収入）金額」欄の金額
＜注＞①設立から１年未満のため直前決算期間が１年に満たない場合は、直前期の決算額の下に、決算期間（月数）を記
載してください（例えば個人から法人成りした後、１年に満たない場合も、法人としての決算期間で記載）。
②設立から間がなく、一度も決算期を迎えていない場合は、
「売上高」は「０円」と記載するとともに、
「決算期間
（月数）」欄も「０か月」と記載してください。
※６

「直近１期（１年間）の売上総利益」は、以下の記載金額を転記してください。
・法人の場合：

「損益計算書」の「売上総利益」
（決算額）欄の金額

・個人事業者の場合： 「収支内訳書・１面」の「⑩差引金額」欄、または
「所得税・青色申告決算書」の「損益計算書」の「⑦差引金額」欄の金額
＜注＞①設立から１年未満のため直前決算期間が１年に満たない場合は、直前期の決算額の下に、決算期間（月数）を記
載してください（例えば個人から法人成りした後、１年に満たない場合も、法人としての決算期間で記載）。
②設立から間がなく、一度も決算期を迎えていない場合は、
「売上高」は「０円」と記載するとともに、
「決算期間
（月数）」欄も「０か月」と記載してください。
※７

全ての申請者（共同申請参画事業者を含む）について、代表者の生年月日が確認できる公的書類の写しの添付が必須です。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※全ての申請者【必須回答】※複数回採択された者はここで判明する。
（これまでに実施した、全国対象の「小規模事業者持続化補助金」の補助事業者に該当する者（※特定の災害
に係る被災事業者向け公募：平成 28 年度熊本地震復旧等予備費事業、平成 28 年度第２次補正予算事業のう
ち【熊本地震対策型】
【台風激甚災害対策型】および【九州北部豪雨災害対策型】を除く）は、今回応募時に、
該当する回に提出した実績報告書（様式第８）の写しの提出が必須です）

注：共同申請により採択・交付

決定を受けて補助事業を実施した「参画事業者」も含みます。

１年目事業（平成２５年度補正）
、持続化補助金の採択・交 □補助事業
付決定を受け、補助事業を実施した事業者か否か
者である

☑補助事業
者でない

２年目事業（平成２６年度補正）
、持続化補助金の採択・交 □補助事業
付決定を受け、補助事業を実施した事業者か否か
者である

☑補助事業
者でない

３年目事業（平成２７年度補正）
、持続化補助金の採択・交 □補助事業
付決定を受け、補助事業を実施した事業者か否か
者である

☑補助事業
者でない

４年目事業（平成２８年度第２次補正事業のうち【一般型】 □補助事業
者である
または【追加公募分】のみ）
、持続化補助金の採択・交付決
定を受け、補助事業を実施した事業者か否か

☑補助事業
者でない

（１年目事業～４年目事業のいずれかの補助事業者の方のみ）
それぞれ該当する回の補助事業での販路開拓先、販路開拓方法、成果を記載した上で、今
回の補助事業との違いを記載してください。
（共同申請による実施は、代表事業者名を明示のこと）

※全ての申請者【必須回答】（風俗営業法に該当する場合は、申請できません。）
補助対象事業として取り組むものが、風俗営業法第２条に該当 □該当す
するか否か
る

☑該当し
ない

※法人のみ【必須回答】
（みなし大企業に該当する場合は、申請できません。
）
みなし大企業（公募要領Ｐ.85「参考２」
）に該当するか否か

□該当す
る

□該当し
ない

※加点ポイントを得るようにした方が有利

※採択審査時に以下の政策加点の付与を希望する全ての申請者【該当者のみ必須回答】
（１）生産性向上加点【公募要領Ｐ．76 参照】
「生産性向上加点」の付与を希望する事業者は、下欄の経営計画の「4-2.今後の設備投資計
画」に、今後数年間の間における設備投資計画を記載するとともに、同欄内の、
「生産性向上特
別措置法に基づき、
「導入促進基本計画」を制定し、認定を受けた事業者が実施した設備投資に
対して固定資産税の税率をゼロとする制度を実施する市区町村に対して、当該市区町村に対し、
その地域内に新たに導入する先端設備等に関する「先端設備等導入計画」の認定申請を行う意
志があるか」について、
「認定申請を行う意志がある」にチェックを入れ、先端設備等の導入（設
置）場所の市区町村名を記入することが必要です。
＊「4-2.今後の設備投資計画」に記載する新たな設備投資予定は、補助事業計画書における
補助事業の取組内容や、今後、市区町村に認定申請を行う「先端設備等導入計画」の対象
設備である必要はありません。 ※先端設備導入計画→生産設備（機械・ソフト）
などを導入する場合に市町村に申請するもの。
（２）経営力向上計画加点【公募要領Ｐ．77 参照】
「経営力向上計画加点」の付与を希望する事業者は、以下の「平成 30 年２月 28 日までに、
中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者か」について、
「認定を受けている」にチェックを入れるとともに、当該「認定書」の写しを申請時に添付提
出することが必要です。
＊平成 30 年３月１日以降に認定を受けた事業者や、認定申請中の事業者は対象外です。

☑平成 30 年２月 28 日までに、「経営力向上計画」の認定を受けている
（該当する事業者はチェックを入れてください。）
⇒この場合、申請書類に「認定書」の写しを必ず添付してください。
（
「認定書」の写しの添付が無い場合は、加点対象になりません）
※経営力向上計画→自社の経営計画を国に申請して認定をうるもの。
A4で3～4枚。
※この様式2では、補助事業を含む中期計画の概要を記述する。
中期計画で建てた課題解決の1つが、様式3で記述する補助事業計画となる。
中期計画（様式2）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
補助事業（様式3）＝＝＝＝＝
というイメージ。

※まずは、採点者に自社はどのような企業なのかを説明する。これがないと、いったいあなたは誰ですか？
という状態で申請書を採点することになってしまう。

１．企業概要

①自社の経営状況分析妥当性
自社の製品・サービスや強みを適切に把握しているか。

当社は平成２７年５月に開業した中小企業診断士事務所です。代表者は会社員時代から、
知的資産経営、社内ホームページ運営、経営企画、広報・ブランドマネジメントに従事し、
社員がもつ知識を組織としていかに活用するかをテーマとしてきました。
現在も経営資源が少ない中小企業・小規模事業者を、人が持つ「知恵」を活用して支援し
ていくことを基盤に、ＩＣＴを活用した経営改善・販路開拓、女性の小さな創業、地域活性
化などの社会的起業などを支援しています。
[事業内容]
※採点者は複数の申請書を採点するため、時間がか けられない。
当社の事業内容は、
ここは大切というところには、アンダーラインや太 字にして目立つようにしてもよ
い。
①顧問先への経営支援等
②ホームページ作成、ビジネス講座等の開催
③商工会・商工会議所からの支援依頼
④長野県よろず支援拠点事業のコーディネーター業務（２０１８年３月まで）
が大きな柱となっています。

開業して４年目の当社は、開業当時から２０１８年３月まで３年間に亘り、長野県よろず
支援拠点のコーディネーター業務に従事しこれまでに県内企業を３００社以上訪問し経営相
談を受けてきました。コーディネーター業務に従事していたことから県内金融機関、商工会・
商工会議所との連携が多数あり開業後短期間にも関わらず、当社を知ってもらい強固なネッ
トワークを築くことができています。
その繋がりの中で数社から継続的な顧問契約をいただいたり、商工会・商工会議所からＩ
ＣＴに関わる専門家派遣や創業塾開催の依頼も受けるようになっています。
また、塩尻市商工業振興審議会委員、長野県「キャリアを生かした市民活動応援事業」制
度研究会委員に就任し、自ら市民活動による地域活性化に取り組んでおり、
「ソーシャル系中
小企業診断士」として活動しています。
[経営課題]

※現在抱えている経営課題の概要
なぜ、この補助金を申請する必要があったのかの原点。

事業内容別の売上構成は、①顧問先への経営支援等２５％、②ホームページ作成、ビジネ
ス講座等の開催２５％、③商工会・商工会議所からの支援依頼１５％、よろず支援拠点事業
３５％、となっています。国や支援機関からの業務が売上の約半分を占めており、これらは
先方のニーズによって依頼される受動的なビジネスモデルと考えることができます。
２０１８年３月で長野県よろず支援拠点のコーディネーター業務を終えたことで、今後当
社が持続的に事業を行うためには、顧客のニーズに合った独自事業をより強化することで、
受動的ビジネスモデルから能動的ビジネスモデルへの転換が課題です。

②経営方針・目標と今後のプラン適切性
・対象する市場（商圏）特性を踏まえているか。（市場の視点・外部環境分析）

２．顧客ニーズと市場の動向

※補助事業で行う事業が市場ニーズにあっていることを裏付ける市場の動向
を記述。
これは、③補助事業計画の有効性に関係する。

[経営相談に対するニーズの高まり]
大企業と違い経営資源の少ない中小企業・小規模事業者は景気低迷が続く中、自助努力を
行っていますが、自社だけでは対応が難しく解決の糸口となる支援を求めています。
平成２６年より「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(よろず支援拠点事
業)」として国が全県に設置している経営相談所へ寄せられた相談件数は、平成２６年度は９
２，８２０件、平成２７年度は１４０，７１５件、平成２８年度は１８８，３６４件と増加
しています。
当社が従事していた長野県よろず支援拠点の相談件数も全国の状況と同じで年を追う事に
増加しています。

図２－１ 相談対応件数の推移（長野県よろず支援拠点）
相談対応した実績からは、①経営改善のための事業計画策定、②商品開発ための企画や市
場調査、③販路拡大のための広報戦略、インターネットを活用した情報発信などの 1 回だけ
での対応では解決出来ない案件に多く遭遇しました。また中小企業・小規模事業者向けの補
助金、助成金の情報を知らなかったり、申請方法がわからない事業者も多く、④施策情報の
提供とサポートのニーズを感じています。
※重要箇所にはアンダーラインや、①～～、②～～、というふうに列記する表現を使ってい
る。
箇条書きにすることで、だらだら書かれても理解しずらいものが理解しやすくなる。

文字ばかりだと伝わりにくいので、適度に図表を入れ
てビジュアル化すること。
数字や時間経過で変化するものは、
グラフや表にした方が、伝わる。

図２－２ 相談内容（長野県よろず支援拠点）

[起業時の経営支援講座の需要]

※補助事業計画の有効性のために
顧客の需要があることを明記

当社は塩尻市市民交流センターにある塩尻市立図書館を会場にビジネス相談会を毎月開催
しています。隔月で昼の部（１０：００～１３：００）、夜の部（１７：００～２０：００）
と時間帯をずらして開催することで、昼の部には子育て世代の主婦、夜の部には会社員など
時間帯別に来場する相談者に違いが顕著にあらわれています。
※自分自身の体験からの顧客動向

相談内容としては、起業するまでのビジネスプランの作成、市場の動向、補助金申請など
の具体的なものが多く、数ヶ月に亘って参加する相談者もおり、無事に創業までこぎつけた
実績も出てきています。
※客観的な外部データの引用

また、マクロ的なデータとして２０１７年の中小企業白書から起業時に利用した支援施策
をみると、起業・経営相談とインターネット等による情報提供が上位を占めていますが、本
当は利用したかった施策としては男女全世代で起業・経営支援講座等が１位であり、ここで
も 1 回だけの相談ではなく体系的に起業・経営を学ぶ支援業務が求められていることがわか
ります。このことは図書館ビジネス相談会での実態とも合致しています。
しかしながら、起業準備者である現役会社員や子育て中の主婦層は就業時間や育児により
①講座等を受ける時間に制約があること、特に長野県では南北に広く公共交通機関が不足し
ていることから②移動に時間がかかる、などの物理的要因で創業塾や相談会に参加しにくい
状況があります。図書館ビジネス相談会からも、時間帯への考慮、普段から通っている身近
な図書館での開催などにより参加しやすかったとの声が聞かれ、これらの状況に対応した経
営支援講座の需要が見込めます。

図２－３ 起業準備者が利用した支援施策内容（２０１７年中小企業白書）
※引用元の明示

図２－４ 起業準備者が利用したかった支援施策内容（２０１７年中小企業白書）
グラフや表を載せる場合も、どこに着目してもらいたかを明示的
に示した方がわかりやすい。

[まとめ]

※これまで外部環境についてその必要性を記述してきたが、
再度、何を伝えたいのかのエッセンスをまとめる。
結局、何が言いたいの？をわかりやすく伝える。

よろず支援拠点に寄せられる相談内容、図書館でのビジネス相談会の相談者の声、中小企
業白書のデータより、
・経営相談に対するニーズは高まっている
・相談内容も短時間では解決できないものが増えている
・経営相談以上の起業・経営支援講座が求められている
・課題として、時間的、距離的制約から施策が利用しにくい状況である

こういう理由だから、

こう言える

といえます。

相談者のニーズに応え課題を解決するには、複数回にわたり体系的に学べる起業・経営支
援講座の提供とその講座を動画化しインターネットによる配信を組み合わせたハイブリッド
型経営支援を提供することで、時間的、距離的制約を緩和し、長野県の産業振興、開業率向
上に寄与できるものと考えます。

３．自社や自社の提供する商品・サービスの強み
①ＩＣＴを活用した業務効率化ができること

①自社の経営状況分析妥当性
・自社の製品・サービスや強みを適切に把握しているか。
②経営方針・目標と今後のプラン適切性
・自社強みを踏まえたもなっているか（自社の視点・内部環境分析）

金銭的資源が少ない中小企業・小規模事業者はコストの少ないインターネット等のＩＣＴ
活用は必須です。代表者はインターネット、ホームページ構築、プログラム作成の経験が豊
富で、会社員時代は社内ポータルサイト（会社内のＹａｈｏｏ！みたいなもので、全社員が
必ず利用するホームページ）の企画・構築経験があります。
現在はビジネス用ＬＩＮＥの活用やインターネットを活用したマーケティング支援も行っ
ており、インターネットによる情報提供には十分な経験と実績があります。
②業界にとらわれない広い視野でのアドバイスができること
よろず支援拠点業務を含む経営支援は開業して３年間で３００社以上を数えます。支援先
企業の業種も、小売り、飲食などのサービス業からホテル、旅館などの宿泊業、金属加工、
ソフトウェア開発などの製造業と多岐に亘っていることから、さまざまな業界の成功事例や
失敗事例の蓄積があり、相談者にその業界にとらわれない広い視野でのアドバイスが可能で
す。
③広範なネットワークがあること
当社は国の支援機関からの業務委託への従事、塩尻市商工業振興審議会委員への就任、中

小企業診断士として他士業との交流があります。このことは国や県の支援機関との連携がし
やすいこと、行政や地元企業との関係性が密なこと、弁護士、税理士、社会保険労務士など
の他士業と協業できることで、ワンストップで相談者の課題に対応できる広範なネットワー
クを有しています。
④社会起業活動を通じた小さな創業への理解があること
代表者は長年に亘りボランティア活動の経験があり、平成２８年からはソーシャル系市民
大学「信州アルプス大学」を開校し、地域活性化や地元商店との連携を行っています。平成
３０年４月末現在、登録学生数が３７０名を超え、地元塩尻市での市民主導の生涯学習の場
として注目されています。昨年４月には市長を交えた講演会も開催できました。
代表者自身がソーシャルビジネスに従事していることで、中小企業診断士として一般の企
業からの相談に加え社会起業家などの新しい創業への相談、支援にも対応できます。

図３－１ 市長講演会後の集合写真
起業・経営支援講座の提供とインターネットによる動画情報提供を組み合わせたハイブリ
ッド型経営支援を行うためには、インターネットなどのＩＣＴの知識と幅広い経営ニーズに
対応できるスキルが必要となります。
①ＩＣＴを活用した業務効率化ができることで、インターネットによる動画情報提供の仕
組み作りが構築でき、②業界にとらわれない広い視野でのアドバイスができること、③広範
なネットワークがあることで、相談者の多様なニーズをワンストップで対応することができ
ます。また、④社会起業活動を通じた小さな創業への理解があることから、最近多く見られ
る社会的起業についても対応可能です。
※これまで述べてきた自社の強みを、
再度、何を伝えたいのかのエッセンスをまとめる。
結局、何が言いたいの？をわかりやすく伝える。

４．経営方針・目標と今後のプラン

図４－１ 当社ロゴ
当社の屋号である「ちえてらす」とは、
①企業内に存在している「知恵」に光をあて「照らす」こと
②企業を支援するための「知恵」が並んでいる「テラス（terrace）
」
の意味を持たせており経営資源が少ない中小企業・小規模事業者を、人が持つ「知恵」を活
用して支援していくことを理念としています。
[経営方針]
企業内に眠る知的資産に着目し、
経営資源が少ない中小企業・小規模事業者を
人が持つ「知恵」を活用して支援していくことで、
ひとりひとりがもっと生み出す社会を実現すること。
中小企業診断士は経営コンサルタントの唯一の国家資格です。しかし法的拘束力のある独
占業務がないため、事業にはその独自性が求められます。
当社は会社員時代から長年従事してきた知的資産経営（ナレッジ・マネジメント）を基盤
に、社会起業などのソーシャル活動に重きを置き、インターネット等ＩＣＴを活用して地元
企業の応援をしたいと考えています。
[目標と今後のプラン]
当社が持続的に事業を行うためには、顧客のニーズに合った独自事業をより強化すること
で、受動的ビジネスモデルから能動的ビジネスモデルへの転換が課題です。
自社の独自事業として、起業・経営支援講座とインターネットによる動画情報提供を組み
合わせたハイブリッド型経営支援を行い新規顧客を開拓することで、長野県の産業振興、開
業率向上に寄与していきます。
特に、創業支援、経営力向上計画・経営革新計画をもとにした経営計画の策定に力を入れ
ていきたいと考えています。

本補助事業では基盤となるハイブリッド型経営支援環境を構築します。補助事業完了後は、
さらなるコンテンツの充実と、利用者間のコミュニティの醸成に取り組み利用者拡大を目指
します。
ハイブリッド型経営支援の利用は、必要な講座だけのスポット利用と年間を通じた支援の
２種類を考えています。スポット利用で２～３万円、年間利用で１０万円程度を想定し、平
均１社年間８万円を見込んでいます。
３年後には、当社の経営課題である国や支援機関からの業務依存を脱却し、受動的ビジネ
スモデルから能動的ビジネスモデルへの転換を行うことで、自社の独自事業での売上高８０
０万円を目指します。

＜数値目標＞

売上
登録会員数

１年後

２年後

３年後

２４０万円

４８０万円

８００万円

３０社

６０社

１００社

具体的な数字で、今後数年感の売上計画を明示する。
当然に、表かグラフで表す。

４－２．今後の設備投資計画【採択審査時に「生産性向上加点」付与を希望する事業者のみ記入】

□ 先端設備等導入計画の認定申請を行う意志がある（該当する事業者はチェックを入れ
てください。
）⇒先端設備等の導入（設置）場所を記入：
（都道府県名）

（市・郡町村・東京 23 区名） （字・丁目以下）

※経営計画書の作成にあたっては商工会議所と相談し、助言・指導を得ながら進めることができます。
※「4-2.」は、採択審査時に「生産性向上加点」の付与を希望する事業者のみ記入が必須（付与を希望しない事業者は記入しな
い）、他の欄は、全ての事業者が必須記入です。欄が足りない場合は適宜、行数・ページ数を追加できます。
※また、採択審査時に「事業承継計画加点」の付与を希望する事業者は、経営計画書の別添として、様式２－２「事業承継計画
書」の作成・添付提出が必須です（「事業承継計画書」は、経営計画書本体の一部として、採点評価対象となります）。
※記入例は公募要領Ｐ.28 参照

【平成 29 年度補正・日本商工会議所提出用】
（様式３－１：単独１事業者による申請の場合）

補助事業計画書
名 称： ちえてらすコンサルティング
Ⅰ．補助事業の内容
1．補助事業で行う事業名【必須記入】（30 文字以内で記入すること）

動画を用いたハイブリッド型経営支援で中小企業の悩みを解決！
2．販路開拓等の取組内容【必須記入】（販路開拓等の取り組み内容を記入すること）
[背景]

※様式2で記述した外部環境分析から、顧客のニーズがあることを記述

当社が従事していたよろず支援拠点事業、図書館ビジネス相談会の実績から、中小企業・
小規模事業者の
①経営相談に対するニーズは高まっている
②相談内容も高度化し短時間で解決できないものが増えている
傾向がわかりました。
２０１７年の中小企業白書から起業時に利用したい支援施策として、
③経営相談以上の起業・経営支援講座を活用したかった
ことより、より相談者に寄り添った経営支援が求められていることがみえてきました。
しかしながら、長野県の相談者の実態としては、
④時間的、距離的制約から施策が利用しにくい状況である
ことが課題となっています。 ※①〜〜、②〜〜、と箇条書き方式
※課題を解決するのが補助事業

相談者のニーズに応え課題を解決するために、ハイブリッド型経営支援を提供します。ハ
イブリッド型経営支援とは、リアルな起業・経営支援講座の提供とその講座の様子を動画で
のインターネットによる情報提供を組み合わせた「ハイブリッドな経営支援」を行う事業で
す。
[サービスの概要]

③補助事業計画の有効性
・補助事業計画は具体的で、実現可能性が高いものとなっているか
・地道な販路開拓を目指すものとして必要かつ有効なものか。

経営相談よりもじっくり体系的に学べる起業・経営支援講座を提供し、同時に動画で講座
内容をインターネット配信することで、これまで相談会や講座に参加できなかった層の参加
を促し新規相談者の増化を目指します。
※新しい販路開拓

①リアルな起業・経営支援講座の提供
当社がビジネス相談会を行っている塩尻市立図書館がある塩尻市市民交流センター（通称
えんぱーく）は、図書館、子育て支援センター、商工会議所、観光協会、ハローワークなど
が入居している複合施設になっており、ビジネス支援に力をいれています。年間約６７万人
と塩尻市の人口の１０倍の来館者数を誇っています。
図書館ビジネス相談会の実績からも来館者が多数訪れるえんぱーくで起業・経営支援講座
を行うことは、中小企業・小規模事業者に加え、会社員、子育て中の女性にも参加しやすい
環境づくりが期待できます。
1

図２－１ 塩尻市市民交流センター（通称

えんぱーく）

③補助事業計画の有効性
・補助事業計画に小規模者ならではの創意工夫特徴があるか。
（他の事業者のお手本になることが期待できる）

②ホームページでの動画の提供
時間的、距離的制約からリアルな講座に参加できなかった顧客向けに、講座の内容を動画
化しホームページから閲覧できるようにします。このことで、欠席時の受講が自宅等で可能
になること、講座参加者も復習に使えることなどのメリットがあります。
当社のメリットとしても講座を動画化することでコンテンツの２次利用が可能となり、直
接面談による支援時間短縮と新規顧客への再提供が可能となります。
サービスや商品を図式化でき
るに越したことはない。

図２－２ ハイブリッド型経営支援の概要
長野県では経営支援分野においてのＩＣＴ活用事例はまだ多くありません。ＩＣＴに強い

中小企業診断士事務所として本事業を行うことで、多くの経営相談希望者の講座参加への敷
居を下げ参加率向上を実現することで、長野県の産業振興、開業率向上に寄与できるものと
考えます。
★誰に
※補助事業のターゲット：「誰に」
起業・経営支援などの相談を必要としている
補助事業の内容：「何を」
創意工夫点：「どのように」
創業準備者、中小企業・小規模事業者に対し
実現可能性が高いか？：「効果」
★何を
これまで述べてきたことをまとめる
ハイブリッド型経営支援講座を提供
（創業支援、経営革新計画策定支援、ICT 活用等）
★どのように
リアルな対面の講座に加え、動画で講座内容をインターネット配信し、
スマートホンなどで視聴できるようにする
★効果は
時間的・距離的制約を緩和し、
これまで相談会や講座に参加できなかった層の参加を促すことで、
新規顧客の獲得と、長野県の産業振興に寄与する
[ブランディング]
当社では創業当時より小規模事業者からの相談や小さなビジネスの創業支援に力をいれて
きました。そうした小さなビジネスのことを「ちびネス」と名付け商標登録をしています。
「ちびネス」とは、じぶんでできる小さなビジネス、小さな創業のことです。
①規模が小さいビジネス
②大きくお金をかけない、知恵（ちえ）を使ったビジネス
③身近な生活に根ざした、地元（じもと）のビジネス
という意味を込めた、小さくても賢いスマートなビジネスを「ちびネス」と名付けました。
「ちびネス」の名称については、これまで行った講座受講生から女性を中心に「かわいくて
親しみやすい」との声をいただいています。
この「ちびネス」をサービスの名称として用いてハイブリッド型経営支援を提供いたしま
す。

図２－３ ちびネスのロゴマーク
（登録商標第５７７９１５６号）

[具体的な取組内容]
①ホームページの制作
ハイブリッド型経営支援講座のホームページを制作します。このホームページを通じて講
座の案内、リアル講座未受講時の動画コンテンツの公開を行います。
相談者がいつでもどこでも閲覧出来るようにモバイルファーストのホームページとしパソ
コンだけでなくスマートホンから閲覧しやすいものとします。
相談者へのお知らせや問い合わせはＬＩＮＥ＠（ビジネス用ＬＩＮＥ）に対応させ利便性
を高めます。
②プロモーション動画の制作
起業・経営支援講座のプロモーション動画を作成しハイブリッド型経営支援講座を体験し
てもらうことで集客に努めます。
③チラシの作成
ハイブリッド型経営支援講座の「サービスの魅力や情報が十分に伝わること」、「その場で
一度アクセスしてみようと思ってもらえること」を目的としたチラシを作成します。わかり
やすいビジュアルにし、すぐにホームページにアクセスできるようにＱＲコードも掲載しま
す。
④説明会の実施
チラシでの集客に加え図書館ビジネス相談会を実施しているえんぱーくを会場にリアルで
の説明会を開催し、潜在顧客にサービスの魅力を伝えていきます。
[スケジュール]

③補助事業計画の有効性
・補助事業計画は具体的で、実現可能性が高いものとなっているか
→具体的なスケジュールをガントチャートなどで明記する。

本事業は以下のスケジュールで実施する計画です。
工程

交付決定

７月

８月

９月

１０月

１１月

●

ホームページ発注

●

ホームページ設計
ホームページ構築
動画発注

●
動画企画
動画製作

チラシ発注

●

チラシ制作
説明会の開催

● ●

１２月

③補助事業計画の有効性
・補助事業計画には、ＩＴを有効活用する取り組みが見られか。
（販路開拓の取り組み、業務効率化 (生産性向上)の取り組み）

3.

直接補助事業でITを使わなくとも、ホームページで宣伝とかたスマホを活用するなど
何かしらのITを活用したことにしないと、加点されないので注意。
業務効率化（生産性向上）の取組内容【任意記入】

＊公募要領 P.52 に該当する取り組みを行う場合は本欄に記入します。特になければ本欄は空欄のままご提出ください。

「ＩＴ利活用」
・インターネット活用によるサービス提供で時間と場所の制約が緩和され、
相談者取り込みの機会が増化
・講座を動画化することで、直接面談による支援時間短縮による効率化
・講座の動画化によるコンテンツの２次利用で生産性の向上
4．補助事業の効果【必須記入】

※この補助事業を行うことで、明確な販路拡大と効果が
見込めること。
自社の売上げだけでなく、地域社会に何かしらのメリットがあるとなおよい。

①長野県の産業振興、開業率向上
創業準備者、中小企業・小規模事業者に対し、相談だけでなく体系的に深く学べる講座と
その動画を提供するハイブリッド型経営支援により、時間的、距離的制約を緩和し、多くの
相談者のニーズに応えることが可能となり、長野県の産業振興、開業率向上に寄与する効果
があります。
②売上拡大
ハイブリッド型経営支援の利用は、必要な講座だけのスポット利用と年間を通じた利用の
２種類を考えています。スポット利用で２～３万円、年間利用で１０万円程度を想定し、平
均１社年間８万円を見込んでいます。
動画を用いたハイブリッド型経営支援の提供で新規顧客を獲得し、３年後には受動的ビジ
ネスモデルから能動的ビジネスモデルへの転換を行うことで、自社の独自事業での売上高８
００万円を目指します。新規顧客を増やすことで、顧問契約などの包括的なコンサルティン
グ契約を締結したりする業務でも収益を得たいと考えています。
＜数値目標＞

売上
登録会員数

１年後

２年後

３年後

２４０万円

４８０万円

８００万円

３０社

６０社

１００社

③ブランディング強化
中小企業・小規模事業者への「知恵」を使った経営改善手法を浸透させることと、女性・
若者の社会的創業の支援を強化することで、「ちびネス」ブランドの認知度を向上させます。
小さなビジネス、地元に根付いたビジネスなら当社に相談しようというブランド強化に努め
ます。

長野県でも他の地方と同様に少子高齢化、人口減が続いています。地方創生が叫ばれてい
ますが、空気、水、人情だけではどこの地方都市にもあり、それだけでは不十分です。それ
らに加え、仕事・雇用を創ることが大切です。
本事業をきっかけに地域の環境変化に対応し、地域の産業振興、開業率向上に寄与してい
くことで、地域密着の中小企業診断士事務所として持続的な経営に取り組んでいく所存です。
※中・長期的な思いや計画。

※採択時に、
「事業者名称」および「補助事業で行う事業名」等が一般公表されます。
※欄が足りない場合は適宜、行数・ページ数を追加できます。

Ⅱ．経費明細表【必須記入】

④積算の透明・適切性
・事業費の計上・積算が正確明で、実施に必要なものとなっているか。

（単位：円）
経費区分

内容・必要理由

経費内訳
（単価×回数）

②広報費

ホームページ製作費用

デザイン費

：

円

※ハイブリッド型経営支援

ＨＰ構築費

：

円

のためのポータルサイト

（税抜・概算）

動画製作に関わる各種費用

企画費

：

円

※提供コンテンツの作成の

動画制作費

：

円

ため

（税抜・概算）

チラシ作成費用

デザイン、印刷費:

※サービスの販促、周知のた

（税抜・概算）

②広報費

②広報費

補助対象経費
（税込）
円

円

円

円

円

円

め

⑧借料

説明会の開催費用

会場費等

※サービスの販促、周知のた

（税抜・概算）

：

め

（１）補助対象経費合計
（２）補助金交付申請額

円
（１）×補助率 2/3 以内（円未満切捨て）

円

※経費区分には、「①機械装置等費」から「⑭外注費」までの各費目を記入してください。
※補助対象経費の消費税（税抜・税込）区分については、公募要領Ｐ.87 参照のこと。
※（２）の上限は５０万円。ただし、「従業員の賃金を引き上げる取組を行う事業者」
、「買物弱者対策の取組」、「海外展開の取
組」のいずれかの場合は、上限１００万円。

※以下に該当する場合には、いずれか１つの□に☑（チェック）を入れてください
注）以下の１．～３．は、複数の選択はできません（いずれか一つ）。
□

１．従業員の賃金を引き上げる取組を行う事業者（申請時に「様式７」および必要
書類の提出が、また、
「事業者内最低賃金引き上げ確認期間」終了後に「賃金引き
上げ状況報告書」および必要書類の提出が必須です。条件の詳細は公募要領 P.67
参照。）

□ ２．買物弱者対策の取組を行う事業者（申請時に「様式８」および「様式９」の添
付が必須です。条件の詳細は公募要領 P.71 参照。
）
□ ３．海外展開の取組を行う事業者（「Ⅰ．補助事業の内容」の「２．販路開拓等の取
組内容」に「海外展示会出展等事業」の具体的な計画内容の記載が、また、「Ⅱ．
経費明細表」に「海外展示会出展等事業」にかかる経費計上が必要です。条件の
詳細は公募要領 P.72 参照。
）
Ⅲ．資金調達方法【必須記入】
＜補助対象経費の調達一覧＞
区分

金額（円）

＜「２．補助金」相当額の手当方法＞(※３)
資金
調達先

区分

1.自己資金

2-1.自己資金

2. 持 続 化 補 助
金（※１）

2-2. 金 融 機 関
からの借入金

3. 金 融 機 関 か
らの借入金

2-3.その他

4.その他
5.合計額
（※２）

金額（円）

資金
調達先

※自己資金0の全額借入は印象が悪い。

※１

補助金額は、Ⅱ．経費明細表（２）補助金交付申請額と一致させること。

※２

合計額は、Ⅱ．経費明細表（１）補助対象経費合計と一致させること。

※３

補助事業が終了してからの精算となりますので、その間の資金の調達方法について、ご記入ください。

（Ⅰ．からⅢ．の各項目について記載内容が多い場合は、適宜、行数・ページ数を追加でき
ます。）

審査のポイント
①自社の経営状況分析妥当性
・自社の製品・サービスや強みを適切に把握しているか。
②経営方針・目標と今後のプラン適切性
・自社強みを踏まえたもなっているか（自社の視点・内部環境分析）
・対象する市場（商圏）特性を踏まえているか。（市場の視点・外部環境分析）
③補助事業計画の有効性
・補助事業計画は具体的で、実現可能性が高いものとなっているか
・地道な販路開拓を目指すものとして必要かつ有効なものか。
・補助事業計画に小規模者ならではの創意工夫特徴があるか。
（他の事業者のお手本になることが期待できる）
・補助事業計画には、ＩＴを有効活用する取り組みが見られか。
（販路開拓の取り組み、業務効率化 (生産性向上)の取り組み）
④積算の透明・適切性
・事業費の計上・積算が正確明で、実施に必要なものとなっているか。

