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令和３年度
創業バックアップ助成金

募集要領解説

（公財)函館地域産業振興財団
産業支援課

函館市・北斗市・七飯町

函館市産業支援セン
ターのホームページ
でダウンロード

２ 募集要領について

書式ダウンロード可

募集要領・
申請様式等
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創業バックアップ助成金スケジュール

項目 日程

① 募集期間 ４月１日（木）～５月１４日（金）

② １次審査（書類審査） ６月１日予定

・ 通過者への通知ほか １次通過者には５月下旬までに通知します。
なお、１次審査で不採択の方には書面通知となります。

・ ２次審査連絡 財団職員から２次プレゼンテーション資料に関する
アドバイスを受けることができます。

③ ２次審査（面接ﾌﾟﾚｾﾞﾝ） ６月下旬 実施予定

・ 採択者へ通知 決定次第、事務局より通知します。
なお、不採択の方には書面通知となります。

・ 交付式 7月上旬予定（※交付決定日）

④ 事業開始 交付決定日から助成対象の事業となります。

⑤ 助成金の支払い 事業終了後（３月末）精算払い
ただし、交付決定後に資金計画に基づき必要な金額について、概
算払いを申請できます。※認められたら全額概算払いも可能です。

⑥ ２０２２年３月末 完了報告および助成金額の確定・精算

⑦ 事業完了後 完了の翌年度から５年間の報告義務有り

１ 創業バックアップ助成金とは

函館市、北斗市および七飯町での

創業・開業が対象

創業予定、または創業５年以内の

中小企業等の事業が対象

優れた事業計画と認定された内容に対
しての助成金
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応募対象者

• ※ 中小企業者等とは個人のほか「中小企業の新たな事業活動の促進に関す
る法律」に規定する中小企業者、有限責任事業組合（ＬＬＰ）、および非営
利活動法人（ＮＰＯ）

• ※ 法人設立前の事業経験・個人事業は問いません。

一般型 若者枠

事業拠点
（または予定）

函館市、北斗市、七飯町
（個人：住民登録、法人：事業所登記）

申込者 ① 年度内に創業を予定する方
② 創業５年以内の中小企業者等（※）

- ③ 令和３年４月１日時点で
３５歳未満である方

要件 前年度の市税・町税を完納している。

事業拠点を函館地域に移す予定の方は「転居に関する確
約書」を要提出

応募対象外になるケース

• ※ 上記以外の助成金・補助金は問われません。

• ※ 会社類型の変更などの組織変更は原則対象外です。

• ※ 他の助成制度・補助制度との併願は可能です。

ただし助成対象経費の重複は認められません。

内容

① これまでに以下の助成金・補助金の認定を受けた方
・ 創業バックアップ助成金（平成２６～令和２年度）
・ 函館市チャレンジ補助金（～平成２５年度）
・ 北斗市起業化支援補助金（～平成２４年度） ※

② 訴訟や法令順守上の問題を抱えている方

③ 応募者または法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力
であり、また、反社会的勢力との関係を有している者

④ 反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている、ま
たは受ける者
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３ 助成対象経費

区分 内容

(１)旅費 国内・国外旅費

(２)備品・設備費 機械装置・工具・器具・備品の購入費及び
店舗・事務所開設に伴う外装・内装工事費
（建物、土地及び車両の購入費を除く。）

(３)使用料賃借料 事業で使用する不動産賃借料や共益費、器具備品等の
借入経費及び施設・設備等の使用料

(４)原材料費 試作品、サンプル品及び販売商品に係る原材料費

(５)委託経費 検査・分析等の委託経費、外注加工費等
事業費必要な業務の一部を第三者に委託する経費
（助成対象経費の３０％以内）

(６)専門家指導費 事業に必要な外部専門家等から助言・指導を受け
る際に支払う経費
（食糧費、交際費等の消費的経費を除く）

３ 助成対象経費

区分 内容

(７)人件費 事業実施に必要な直接人件費
（申請者、申請者と生計を一にする家族従業員および役
員を除く）

(８)広告宣伝費 広告掲載料、パンフレット等印刷費
試供品・見本品の制作費、展示会出展料等、
販路開拓に要する広告宣伝費
（食糧費、交際費等の消費的経費を除く）

(９)開業手続経費 会社設立登記に係る書類作成料等の必要経費

(１０)その他財団が必要
と認める経費

（１）～（９）までの経費のほか、事業実施
に必要とする経費のうち、財団が必要と認め
る経費
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助成対象経費の注意点

① 助成対象となるのは、助成対象期間内に発生・支出する

応募事業に必要な経費です。

② 助成対象期間は交付決定日から当該年度末までとなります。

※交付決定日より以前に実施・支出した事業経費は助成対象経費ではありません。

③ ほかの補助金等の交付を受けている場合は重複する経費は

助成対象経費から除外されます。

④ 消費税及び地方消費税等の公租公課は対象外です。

⑤ 税法上、助成金は収入として計上する必要があり、固定資産を

購入した際には、見かけ上の収益が生じることがあるので、

採択された際には事務局へご相談ください。

助成金額の仕組み① 一般枠は上限500万円？

１ 創業バックアップ助成金とは

自治体A
予算枠
500万
円

二次審査の結果により審査の上位から採択事業を決定、それぞれの助
成上限額は審査結果で決まります。

B事業
200万円

A事業
200万円

C事業
100万円

B事業
200万円

A事業
300万円

C事業
100万円

不採択

採択採択
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助成金額の仕組み② 自治体毎の上限額とは

１ 創業バックアップ助成金とは

函館市、北斗市、七飯町の自治体毎に予算枠が決
まっています。
自治体間での共通予算枠ではありません。

【予算枠】
函館市：一般枠５００万円、若者枠３００万円
北斗市：一般枠５００万円、若者枠１００万円～
七飯町：一般枠５００万円、若者枠１００万円～

※北斗市、七飯町は若者枠の予算枠１００万円を超過した場合、一般枠との総額で調整になります。

助成金額の仕組み③ 助成対象経費との関係

１ 創業バックアップ助成金とは

申込書で計上した助成対象
経費を上回って助成するこ
とはありません。

審査結果の評価によって、申込事業毎の助
成上限額が500万、300万、200万、
100万円になり、この範囲内で助成対象経
費に対して助成されます。

助成決定額
300万円

助成上限額
300万円

助成対象経費
計上額 400万円

助成決定額
200万円

助成上限額
300万円

助成対象経費
計上額 200万円

・審査で高い評価を得ても助成決定額は助成対象経費以下になります。

・助成上限額が、申請した助成対象経費計上額に満たないことがあります。
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函館市産業支援センター (公財）函館地域産業振興財団

〒０４１-０８０１ 函館市桔梗町３７９番３２
電話番号 ０１３８-３４-２５６１
受付時間 ９時から１７時まで

ご相談の際は、事前に電話等でご連絡のうえ、来所をお願いします。

（２）募集期間

締切日は令和３年５月１４日（金）です！
・郵送の場合は、５月１４日必着です。
・持参の場合は、９時～１７時までの受付です。
・提出された申込書に不備がある場合、書き直していただくことが
ありますので、なるべく余裕をもって提出してください。

・応募書類の作成、送付等に係る費用は応募者の自己負担となります。

（１）応募先および問合せ先

応募手続

(３) 提出書類

１ 創業バックアップ助成金申込書 （必須）
所定の様式（Ａ４ 最大５枚まで）

２ 収支計画書（必須）
所定の様式（Ａ４ 1枚）

３ 資金計画書（必須）
所定の様式（Ａ４ 1枚）

４ 助成対象経費内訳書（必須）
所定の様式（Ａ４ 1枚）

５ 知的財産権等に関する内容を記載した資料の写し
該当する場合のみ

(募集要領6頁 表１：応募提出書類抜粋)

函館市産業支援センターホームページから所定の様式をダウンロードし
てご活用ください。
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(３) 提出書類 続き

６ 添付書類（必須）
○ 個人事業主・開業予定者
・所得税の確定申告書の写し（第一表、収支内訳書）
・住民票（過去３か月以内に発行されたもの）
・開業届の写し（これから開業予定の方は不要）
・納税証明書（市税・町税に未納がないことの証明）

○ 法人
・決算書の写し（直近3期分）
・登記事項証明書(３か月以内)および定款の写し

7 その他添付資料（任意）
・パンフレット等がある場合は，「１０部」
提出してください。

(6頁 表１：応募提出書類抜粋)

審査方法・流れ（一般枠・若者枠 共通）

審査方法 内容

受付時 －
申請要件を満たしているか
事務局が確認

一次審査 書類審査
【 審査委員 】
審査基準に基づき、事業計画全体を
通して一次審査通過の可否を判断

二次審査 面接審査

【 審査委員 】
申込者によるプレゼンテーション
申請内容説明１０分
質疑１５分程度

審査基準の項目毎に評価して
「優れた事業計画」であるかを審査
採択する事業計画と助成額を答申
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審査方法／ 審査内容

審査項目 審査内容

事業の優位性 ・優れた商品・サービスであるか

事業の発展性 ・市場性や成長性が期待できる事業であるか

事業計画の的確性 ・実現可能な事業計画となっているか
・適切な市場分析に基づく、実現可能な販売戦略であるか
・収支計画・資金計画の内容から事業の実現性・継続性が
読み取れるか

地域への貢献性 ・地域の経済活性化が期待できる事業であるか

経営者としての適
格性

・取り組みへの意欲・熱意
・経営者としての魅力

外部審査委員の審査では、以下の項目を審査します。

審査方法／ 審査内容

事業の優位性

事業の発展性

商品・サービスが、新規性、創意性、強み、競争力、
差別化の何れかにより、優れているかを審査されます。

優れた事業計画である以前に、優れた商品・サービス
であるか重要な審査ポイントです。

顧客のニーズ・課題に対応した商品・サービスで、適
切な市場・競合分析に基づいている事業であるか

将来的に売上げが伸びて、事業拡大が期待できる事業
なのかを審査されます。
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審査方法／ 審査内容

事業計画の適格性

（１）実現可能な事業計画か

（３）収支・資金計画から事業の実現性・継続性が読み取れるか

（２）適切な市場分析に基づく実現可能な販売戦略か

・５Ｗ２Ｈ（何を、何のために、誰に、いつ、どこで、どのように、
いくらで）が明確になっているか
・実施スケジュールが資金・収支計画など計画全体で整合性があるか

・市場分析でターゲットの顧客層が把握できているか
・実現可能な生産数、売上数であるか、現実的な仕入先、販路が想定
されているか

・採算がとれている事業なのか
・計画内容に合致する必要な設備資金、運転資金が計上されているか

審査方法／ 審査内容

地域への貢献性

経営者としての適格性

・地域にとって効果があるか、必要な事業なのか、話
題性が期待できるか

・中長期で、地域の観光、基盤産業、知名度アップが
期待できるか

（１）取り組みへの意欲・熱意

事業化意欲・熱意を持つ、信頼できる人物か

（２）経営者としての魅力

リーダーシップはあるか、事業をうまく伝えられるか

柔軟な発想力・想像力はあるか
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結果通知からの流れ

 結果通知

採択・不採択を後日、申込者あてに通知

 交付決定～交付式

採択事業ＰＲのため、報道関係者へ周知のうえ交付式を行います。

 助成事業開始

交付決定日から助成対象経費を認め、事業開始となります。

 助成事業終了時

３月３１日事業終了後、４月１０日までに完了報告書を提出

 確定検査・助成金の精算

完了報告書の内容精査のうえ、事業所訪問

 事業実績報告

助成対象年度の翌年度から５年間、所定の書式で報告

 公表

採択された場合は，代表者名，事業名称，住所，業種，事業内容等を公表します。

また，必要により成果等の発表をお願いしています。

その他： 対象事業とならないもの

• フランチャイズ等（代理店や販売契約店等の事業含む）

• 研究開発や設備導入のみで年度内に売上げ目途のない事業

• （一般枠のみ）助成金を貰った場合にのみ行う事業

• 公序良俗に問題のある事業

• 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断
される事業（風営法上の風俗営業など）
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注意事項

提出書類に不備がある場合は審査対象となりません。

以下の場合、採択取消しのおそれがあります。

・ 事業計画の内容、応募申込書の記載内容に

虚偽があった場合

・ 創業バックアップ助成金募集要領等に

定める事項に抵触した場合


