
まちづくりリノベーション講座 vol.2
資⾦計画と都城市の補助制度



1. 起業・創業に必要な資金

 起業・創業に必要な資⾦は⼤きく「開業資⾦」「運転資⾦」「当⾯の⽣活費」の⼤きく3つ
に分けられます。

1. 開業資⾦（事業を始めるために必要な資⾦）
開業資⾦は、原則として事業を続ける中では発⽣しない「開業時のみ必要となる資⾦」

A) 設備資⾦
事業に必要な施設・設備・什器・備品等の導⼊資⾦

B) 諸経費
許認可申請料、不動産仲介⼿数料、敷⾦、保証料等

設備資⾦は⾦額が⼤きくなる傾向があります。どのような事業を、どの程度の規模で事
業を開始するする予定なのかによって⼤きく⾦額が変わってきます。



1. 起業・創業に必要な資金

2. 運転資⾦（⽇々の事業を続けていくための資⾦）

A) 固定費
家賃、⼈件費、通信費、光熱費、保険料等固定的な経費

B) 変動費
原材料や、商品の仕⼊れ費⽤

事業を続けることで⽇々の収⼊がありますが、収⼊と⽀出のタイミングラグがあること
が普通なので、運転資⾦として、ある程度の余裕資⾦が必要となります。



1. 起業・創業に必要な資金

3. 当⾯の⽣活費（⽇々の⽣活を続けていくための資⾦）
サラリーマンと異なり、業況に応じて収⼊が⼤きく変動することになります。⽇々
の⽣活費を事前に⾒積もり、半年分ほど準備しておくと安⼼です。

A) 固定費
教育費、各種ローン、社会保険料、保険料、⾃宅家賃、光熱費等

B) 変動費
⾷費、その他消費財の購⼊費等

「事業での⽀出」と「個⼈の⽀出」は分離するのが理想であるが、現実問題として開業
当初はなかなか難しい。
売り上げの変動など予想外の状況に対して、満⾜に対応できません。「事業で得る個⼈

としての収⼊」と「必要な⽣活費⽀出」のそれぞれの⾒込みを⽴てておきましょう。



I. 資⾦調達を考えた場合、「どれくらい調達できるのか」を第⼀に考えてしまいがち
ですが、あくまで事業の形があり、それに応じて資⾦を調達するというのが原則で
す。

II. 特に借⼊や補助⾦など、他者の資⾦を当てにする場合は、「どのような事業を⾏う
のか」、「その事業のためにどれくらいの資⾦が必要なのか」を明確にする必要が
あります。

III. 資⾦があって事業があるのではなく、事業があって必要な資⾦があるわけです。こ
のあたりの感覚がないと、「まずどれくらい借りられるのか」に関⼼が向かい、そ
れによって事業を考えようという発想になってしまいます。そのような発想では、
他者の協⼒を得ることは難しいです。

2. 資金調達の前提



3. 資金調達方法

 事業に必要な資⾦の全てを「⾃⼰資⾦」で準備できればベストですが、このような事案は
ほぼ無いです。
開業前でも外部から資⾦を調達することは可能です。特に⾦融機関からの借⼊は、創業関
連に限定した有利な制度もあり、社会的に開業をバックアップしている状況です。
貯⾦は当⾯の⽣活費として蓄えておき、事業資⾦は有利な借⼊を利⽤するといったケース
も⼗分に考えられます。

 事前に蓄えた⾃⼰資⾦、⾦融機関からの借⼊⾦のほかにも、補助⾦・助成⾦を利⽤して資
⾦調達を⾏う場合があります。
多くの場合は、複数の資⾦調達⼿法を組み合わせて必要な資⾦総額を集めることになりま
すが、ここではそれぞれの資⾦調達⼿法のポイントについて、簡単に説明します。



1. ⾃⼰資⾦（事前に蓄えた預貯⾦等）

A) メリット
⾃⼰資⾦は、返済が不要であり、利⽤上の制約が少ない点が挙げられます。⾃分の資
⾦なので、開業当初は特に経営が不安定になりがちなため、返済が不要という点は、
⾮常に⼤きなメリットです。

⾃⼰資⾦がどれくらい準備できているかが、その他の資⾦調達⼿法に関連してくる場
合があります。融資を利⽤する場合は、⾃⼰資⾦の⾦額に応じて融資上限が定められ
ているものもあります。

実際に事業に使うか否かは別として、それなりの⾃⼰資⾦が準備できるに越したこと
はありません。特にデメリットもないので、まずは⾃⼰資⾦を中⼼に検討していくの
が良いと思います。

3. 資金調達方法



2. 市中⾦融機関借⼊
A) メリット

⾃⼰資⾦と同様、多くの開業のケースで、⾦融機関借⼊が利⽤されます。他の⼿法と
⽐べ、⽐較的利⽤しやすく、開業資⾦限定の有利な制度なども整備されています。

B) 審査と返済
借⼊については、「審査」があります。⾦融機関の基準を満たしていなければ、融資
を受けることはできません。また、⾃⼰資⾦と異なり、利息を含め毎⽉の返済が必要
となります。

C) アフターフォロー
借⼊取引を通じて、担当者から事業に対するアドバイスも受けられることがあります。
⾦融機関は借⼊以外にも、⽇々の決済で利⽤することになります。また、開業後に改
めて資⾦繰り⾯で不安が⽣じる可能性もあります。⾝近な相談役として、早い段階で
⾦融機関とコミュニケーションを取りましょう。

3. 資金調達方法



3. 補助⾦・助成⾦
これらの施策には、あくまでも「交付の⽬的」があり、その⽬的に沿った事業でない
と利⽤することができません。募集要項をよく読んでみましょう。

A) 事業費補助
開業資⾦のうち、施設、設備等の⼀部導⼊資⾦を補助するもので、基本的に精算払い
（後払い）が原則となりますので、いずれにしろ当⾯の資⾦として⾃⼰資⾦や借⼊⾦
の準備が必要になります。

B) 制度融資
地⽅⾃治体・⾦融機関・信⽤保証協会が連帯し、低利の資⾦を起業・創業者の開業資
⾦を融資する助成制度です。不定期的に募集がありますので、⽇頃から情報収集が必
要となります。

3. 資金調達方法



C) 審査
利⽤にあたって、募集要項に則った審査が⾏
われます。
利⽤には⼿間も時間もかかりますが、⾃⾝の
事業に合う制度であれば、資⾦調達の⼿段と
して検討してみましょう。
特に地⽅⾃治体の制度融資は、信⽤保証協会
⾦融機関と3団体が関係しますので、決定ま
で3か⽉程度かかる場合があります。

※都城市の補助制度については後段で、詳細に説
明させていただきます。

3. 資金調達方法



4. ⽇本政策⾦融公庫
株式会社ではありますが、株式を政府が保有しており、政策に関連した⾦融業務を取
り扱うのが、⽇本政策⾦融公庫です。創業者を増やそうという政策⽅針もあり、⽇本
政策⾦融公庫では、創業関連の制度融資を取り扱っています。
最寄りの⽀店は宮崎市内にありますが、都城商⼯会議所でも宮崎⽀店の出張相談が開
催されていますので⽇時を商⼯会議所に確認の上参加してみましょう。

A) 融資内容
「新規開業資⾦」などを中⼼に、創業者を対象とした融資制度があります。創業する
業種や創業時の年齢、性別等、条件によって利⽤できる融資制度も変わります。
それぞれの制度融資に、要件が定められていますので確認が必要です。どの制度融資
が⾃分にとって最適か、⽇本政策⾦融公庫⼜は商⼯会議所に問い合わせてみましょう。

3. 資金調達方法



B) 創業⽀援
⽇本政策⾦融公庫では、⾦融⾯のみならず、創業
に関連する様々なサポートを、セミナー、相談会、
Web情報など媒体問わず提供しています。
ガイドブックや事例、業種別の創業ポイントと
いった有益な情報のほか、実際の相談に関連し、
創業計画書の書式のほか記⼊例なども提供してい
ます。
「いきなり融資相談に⾏くのは抵抗がある」、
「創業したいけどまだ具体的な形になっていな
い」といった⽅は、まずセミナーに参加するのも
⼀つです。
創業の頼れるパートナーとして、積極的な活⽤を
検討してみましょう。

3. 資金調達方法



5. その他の⼿段による資⾦調達⽅法

A) クラウドファンディング
インターネットを通して⾃分の活動や夢を発信することで、想いに共感した⼈や事業
を応援したいと思ってくれる⼈から資⾦を募るしくみです。
⼀般事業者は、「購⼊型」と⾔われるモノやサービス、体験や権利などの「リター
ン」を販売することができます。
募集⽅法は個⼈・私企業の場合は「All or Nothing」と⾔われる募集期間中に、⽀援さ
れた総額が⽬標⾦額を超えた場合に、プロジェクト成⽴となり資⾦を受け取ることが
できます。不成⽴の場合、資⾦を受け取ることはできず、⽀援者に全額返⾦されます。

クラウドファンディングを実施する場合には、専⾨会社のクラウドファンディングサ
イトで実施する必要があります。まずは専⾨会社に申請をして事業内容の審査を受け
て申請が通過してから実施されます。

3. 資金調達方法



B) 出資
これまでは「ベンチャーキャピタル」や「個⼈投資家」から出資を受ける⽅法が主流
でしたが、最近はクラウドファンディングの「⾦融型」といった新しい出資⽅法も利
⽤されるようになりました。
⾦融機関では取り扱いできない内容の案件や、多額の資⾦を集めたい場合などに使わ
れます。また、⾦融機関借⼊と異なり、⾃⼰資⾦の要件などもありません。条件は個
別に調整することとなります。
開業に際して出資を受けるためには、しっかりとしたプランが必要になります。出資
者側としては「投資」になりますので、当然に出資者側のメリットも考える必要があ
ります。
出資⾦はファンド（投資信託）や株式に転換しますので、将来、過半数以上の株主か
ら創業者を排除する動きがある場合がありますので、このリスクも考慮しておく必要
があります。

3. 資金調達方法



5. 親・親戚・知⼈友⼈からの借り⼊れ

3. 資金調達方法

「親・親戚・友⼈知⼈から借りる」⽅法で資⾦調達する場合があります、⾃⾝のネッ
トワークが⼒になるという訳です。
「あなたの⼈柄」や「開業に⾄った経緯」を、他者に説明することは容易ではありま

せん。借⼊申込の際に、あなたの⼈柄や事業の将来性、資⾦の必要性を訴えても、短期
間では⼗分に伝えきれない場合もあります。
親・親戚・友⼈知⼈であれば、あなたのことを⼗分に知っていますので、事業が資⾦

を拠出するに値すると判断してもらえれば、協⼒してくれることもあるでしょう。
ただし、後でトラブルになる場合もありますので、調達の際には、しっかりと書⾯に残
し、お互いに内容を確認しておくのが良いでしょう。「親しき仲にも礼儀あり」です。
特に事業が軌道に乗り、儲かってきた場合は、何かと⼝を出してくるものです。⾃⾝

を守るためにも、契約内容をしっかり残しておきましょう。



 ⾃⼰資⾦の割合
（全国平均値） 起業・創業の際に必要とする資⾦は、業種・業態や別途

の収⼊源の有無によって⼤きく異なってきますので、⼀概
には⾔えませんが「新規開業実態調査」（⽇本政策⾦融公
庫調べ）によると、創業資⾦総額に占める⾃⼰資⾦の割合
は27％となっています。⾃⼰資⾦以外には、⾦融機関等か
らの借⼊⾦が61％、親族が6％、その他が6％となっていま
す。
事業が軌道に乗り、資⾦繰りが安定するまでにはどうして
も時間がかかります。借⼊⾦の返済や予想外の出費で資⾦
繰りが苦しくなるなど、様々な問題が起こります。万⼀の
時に備えて、数カ⽉分の経費相当分はとっておくなど、ゆ
とりを持った創業の資⾦計画を⽴てることが⼤切です。

3. 資金調達方法



 「当⾯の⽣活費」・「補助⾦」と事業計画の考え⽅

起業・創業の際に作成する事業計画には、「当⾯の⽣活費」と「補助⾦」は計上しませ
ん。これは⽇本政策⾦融公庫等の融資は、「運転資⾦」と「開業資⾦」のみが融資対象と
なるためです。
⼀⽅、「補助⾦」は審査により事業認定が受けられなかったり、減額されることもあり

ますし、すべてを補助⾦頼みで事業計画を策定すると、これらのリスクを内包した余裕の
ない事業計画になってしまいます。
補助⾦がなくても、営業の継続が可能な事業計画を策定した上で、補助⾦が交付されれ

ば、将来の資⾦繰りにも余裕ができ事業継続の⼤きな推進⼒となります。
開業資⾦の精算後に補助⾦の交付が実施されます。補助⾦を活⽤された⽅は、その中か

ら繰り上げ返済や当⾯の⽣活費等の資⾦として活⽤されているようです。

3. 資金調達方法



4. 都城市の補助制度

 都城市では中⼼市街地の特定
地域に所在する空店舗や低未
利⽤地等の遊休不動産を活⽤
して新たに出店する事業者や、
空店舗等の再⽣活⽤を進める
物件所有者、また、新たに商
業施設等の整備を⾏う事業者
の⽀援を⾏っています。

事業対象地区



4. 都城市の補助制度

 補助対象業種

① ⼩売業（ガソリンスタンドは除く）
② 不動産業・物品賃貸業
③ 専⾨サービス業（広告業・写真業等）
④ 飲⾷店（テイクアウト・デリバリー専⾨店も含む）
⑤ 飲⾷業（夜型飲⾷は除く、昼間4時間以上の営業が必要）
⑥ クリーニング・理容・美容・浴場業
⑦ ⽣活関連サービス業（旅⾏業・リフォーム店・ＤＰＥ店）
⑧ 教養・技能教授業
⑨ 施術業（鍼灸・整体マッサージ）
⑩ 政治・経済・⽂化団体



4. 都城市の補助制度



4. 都城市の補助制度



4. 都城市の補助制度

 補助から認定までのスケジュール

A) 応募前 タウンマネージャー及び都城商⼯会議所に必ず事前相談をして下さい。

B) 応募期間 本年度は令和4年2⽉末まで随時募集します。（⼟、⽇、祝⽇は除く）

C) 審査会 リノベーション事業、商業施設等整備事業（⾃⼰使⽤する場合）を活⽤
する場合は、中⼼市街地再⽣プラン事業審査会において事業認定が必要
です。申請から認定まで1〜2か⽉程度かかります。

D) 認定通知 事業申請があった時は、審査会による審査の上、認定の可否を決定しま
す。認定した場合には、速やかに事業認定通知書により通知します。



4. 都城市の補助制度

※注意事項

A) 応募期間 予算がなくなり次第、募集を終了しますので、都城市役所 商⼯政策課
まで確認してください。

C) 審査会 審査会は⽉1回開催予定です。事業認定申請を⽉末で締め切り、翌⽉の
審査会で審査します。事業申請書類に不備などがあった場合は翌々⽉で
の審査会で審査する場合もありますので、事業実施に向けた計画的な申
請をしてください。

D) 認定通知 認定前に⼯事等に着⼿した事業は認定の対象になりません。
年度末前までに事業完了、⼯事代⾦の⽀払い、補助⾦の申請までの全て
の⼿続きが完了していないと補助⾦は⽀払われません。



次回講座の予定

テーマ ： リノベーションの考え方について

開講予定 : 2021 年 12 月下旬

次回もご期待ください

質問ご意見がありましたら、下記まで e-mail でご連絡ください

contact@miyakonojyo-tm.com


