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はじめに

本手引きは、商工会議所管轄地域内で事業を営む事業者が「小規模事業者持続化補助金」をJ
グランツで申請を行なう方法を説明した資料です。他の補助金を申請する方はご利用できません。

「小規模事業者持続化補助金」は、従来の方法（郵送）による申請と、Jグランツでの電子申請が選択可
能です（電子申請は必須ではありません）。基本としてＪグランツで申請する場合は、作成した各種申請
様式を添付する方式となっております。

Jグランツからは、交付決定などの通知案内を行ないますが、正式な通知はJグランツ利用の事業者にも
従来通り郵送します。

小規模事業者持続化補助金は、公募申請時に交付申請を包含して申請を受け付けます。
Jグランツの画面上は、「公募申請」ではなく 「交付申請」として表示されます。

Jグランツ対応ブラウザは次のとおりです。
・Windows ： edge、chrome、firefox (Internet Explorer は 対象外)
・mac OS ： safari、chrome、firefox

※一定時間、無操作状態にすると入力した内容が消えてしまいます。細めに保存するようにしてください 3

締切日直前はお問い合わせの電話、システムが混雑することが想定されますので、余裕をもって申請登
録を行ってください。
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事業者

受付

【従来の申請】

Jグランツ利用の場合も、正式な通知を郵送します。

手引き準備中

商工会議所 【Jグランツの申請】

gBizID取得がない場合は申請ができません。
早めの準備をしてください。

事務局 事務局

商工会議所

https://www.irasutoya.com/


地域の商工会議所に
様式４の発行依頼

様式2-1、3-1、5への入力

Ｊグランツ（電子申請）による手続きの流れ
（１/２）

様式２-１、３-１、５をダウンロード

Ｊグランツ 手引確認

gBｉｚ ＩＤ 申請・取得

公募要領の確認

gBｉｚＩＤの申請・取得を行なう。
gBizIDへようこそ https://gbiz-id.go.jp/top/

公募申請・交付申請
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様式２-１：経営計画書兼補助事業計画書①
ダウンロード時ファイル名：r1y2-1.docx

様式３-１：補助事業計画書②【経費明細表・資金調達方法】
ダウンロード時ファイル名：r1y3-1.xlsx

様式５ ：小規模事業者持続化補助金交付申請書
ダウンロード時ファイル名：r1y5.docx

公募要領をホームページで確認する。
小規模補助金事務局内の公募要領「第２版」 URL：
https://r1.jizokukahojokin.info/files/4715/8520/2459/koubo_r1_ver2.pdf

Jグランツ入力手引を確認する。

上記の様式に内容を入力する。

次ページへ

公募要領を必ず熟読ください。
※申請のために必要な情報が記載されています。

各種申請様式のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

様式２-１、３-１を商工会議所に提出し、様式４の発行を
依頼する（様式４の発行には一定の日数がかかります）。



様式２-１、３-１、４、５、その他必要な書類を添付する。
（※応募時の提出資料：61～67ページ参照）

Ｊグランツ（電子申請）による手続きの流れ
（２/２）

公募申請・交付申請
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商工会議所で発行された様式４をスキャナーなどで
電子（PDFに変換）化 する。
※事業承継加点を希望する場合は様式６も同様に電子化する。

前ページより

Ｊグランツへ入力

Ｊグランツへ必要な資料を添付

様式４をPDF化する
※場合により様式６も含む

Ｊグランツ下書き

JグランツWebを開き、ログイン後入力開始する。
https://jgrants.go.jp/

すべての項目を入力、プレビューの後、保存する（下書き）。

Ｊグランツで申請 申請内容を再度確認し、問題がなければ申請する。



Jグランツ入力要領
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Jグランツ申請ページを表示し、ログインボタン
をクリックします。

GビズIDでログインする を選択してください。

事前に申請したアカウントID パスワードを
入力し、ログインボタンをクリックしてください。

mail@mail.jp

事前に登録した携帯番号にワンタイムパスワード
が送られてくるので、番号（6桁）を入力し、
OKボタンをクリックしてください。

※下記のとおり事前に保存している場合は、表示されません

保存されたパスワードを削除する場合（Edge）
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4523486/microsoft-edge-save-or-forget-passwords?ocid=EdgeRememberPasswords



Jグランツ入力要領
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補助金一覧をクリックして表示してください。

SAMPLE
【日本商工会議所】
令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞を選択してください。



補足：Jグランツ補助金選択～申請

9

一覧から該当する補助金を選択後、当該補助金の目的、
対象者、問い合わせ先、募集期間、参照URL等が表示
されます。

SAMPLE
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SAMPLE

表示された補助金内容を確認し、申請してください。

メールで問い合わせする場合に使用します。
※本手引き最終ページに記載しています。

公募要領を再度ダウンロードして確認することができます。

交付規定をダウンロードして確認することができます。

当該補助金で申請するための様式をダウンロードすること
ができます。

補足：Jグランツ補助金選択～申請



交付申請

（様式２-１）経営計画書兼補助事業計画書
「名称（商号または屋号）」を入力してください。

※ｇＢｉｚＩＤの登録情報が表示されます。
これらの情報を変更する必要がある場合はｇＢｉｚＩＤのウェ
ブサイトから情報を更新する必要があります。
必ず申請する前に最新の状態にしておいてください。
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※ｇＢｉｚＩＤの登録情報が表示されます。
これらの情報を変更する必要がある場合はｇＢｉｚＩＤのウェ
ブサイト(https://gbiz-id.go.jp/)から情報を更新する必要
があります。必ず申請する前に最新の状態にしておいて
ください。

※一定時間、無操作状態にすると入力した内容が
消えてしまいます。細めに保存するようにしてください。

https://gbiz-id.go.jp/


交付申請

初期申請時は入力が必要です。
⇒個人事業主の場合は「代表」としてください。

※ｇＢｉｚＩＤの登録情報が表示されます。
これらの情報を変更する必要がある場合はｇＢｉｚＩＤのウェ
ブサイトから情報を更新する必要があります。
必ず申請する前に最新の状態にしておいてください。

（様式２-１）経営計画書兼補助事業計画書の項目
「設立年月日（西暦）」を入力してください。
⇒個人事業主で日がわからない場合は「01」としてください。

公募要領に記載された補助対象者の要件を満たす
小規模事業者であることをご確認の上、
「小規模企業」を選択してください。
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様式2-1参照

「様式2-1参照」と記載してください。



交付申請

該当する業種を選択してください。
※（様式２-１）経営計画書兼補助事業計画書の項目
「主たる業種」と矛盾しないようにしてください。

（様式２-１）経営計画書兼補助事業計画書の項目
「常時使用する従業員数」を入力してください。

（様式２-１）経営計画書兼補助事業計画書の項目
「資本金額」を入力してください。
※個人事業者は「0」と入力してください。

添付は不要です。
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交付申請

※ｇBizIDの登録情報が初期表示されます。

変更が必要な場合は、様式２の連絡担当者の情報
を入力してください。
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交付申請

直近の決算年月日を入力してください。
決算を迎えていない場合は、決算予定日
を入力してください。

財務情報は全て「0」を入力してください。

添付は不要です。
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表示項目のため、入力はできません。



交付申請

（様式２-１）経営計画書兼補助事業計画書＜補助事業計画＞
の「補助事業で行う事業名」を入力してください。
※30文字以内で入力してください。

「様式2-1参照」と記載してください。

様式２-１の説明に必要な資料がある場合は、ここに
添付してください。なければ添付は不要です。
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様式2-1参照

該当する業種を選択してください。
※（様式２-１）経営計画書兼補助事業計画書の項目
「主たる業種」と矛盾しないようにしてください。



交付申請
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様式２-１の説明に必要な資料が複数ある場合は、
ここに添付してください。なければ添付は不要です。



交付申請

「様式２-１参照」と記載してください。

「様式３-１参照」と記載してください。

「様式５参照」と記載してください。
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様式2-1参照

様式3-1参照



交付申請

誓約文を確認後、誓約いただける場合は
「誓約します」 と記載してください。
誓約いただけない場合は、受理できません。
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交付申請

「様式２-１」を添付（Word形式）してください。

「様式４」を添付（PDF形式）してください。

法人の場合は、貸借対照表および損益計算書（直近１期 分）
個人の場合は、直近の確定申告書（PDF文書）
を、添付してください。
※公募要領P62～63参照

「様式５」（Word形式）を添付してください。

公募要領（応募時の提出資料：61～67ページ）を
ご参照の上、その他必要な資料を添付してください
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※一旦登録した添付ファイルを変更する場合は、削除
ボタンをクリック後、再度入力してください。

★ファイル名を 様式2-1.docx として添付してください。
(ダウンロード時ファイル:r1y2-1.docx)

★ファイル名を 様式4.pdf として添付してください。
（商工会議所から発行された様式4をPDF化したファイル）

★ファイル名を 様式5.docx として添付してください。
(ダウンロード時ファイル:r1y5.docx)



交付申請

交付決定日から開始 を選択してください。

小規模事業者持続化補助金交付申請書（様式５）
の完了予定日を入力してください。
（例：第２回受付締切分の場合、

終了日は最長で2021年3月31日まで）

（様式３-１）補助事業計画書②の経費明細表・資金調達方法
「（１）補助対象経費合計」を入力してください。

（様式３-１）補助事業計画書②の経費明細表・資金調達方法
「（２）補助金交付申請額」を入力してください。

（様式３-1）補助事業計画書②の経費明細表・資金調達方法
「補助事業計画書」（Excel形式）を 添付してください。
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★ファイル名を 様式3-1.xlsx として添付してください。



交付申請

プレビュー後、エラーがない場合は、保存をクリックしてください。
下書き状態になるので、この後申請ボタンをクリックしてください。

入力終了後、プレビューをクリックし、入力内容の
確認を行ないます。

プレビュー後、訂正する場合は、戻る をクリックしてください。
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※必須項目をすべて入力しなければ保存できません。
途中で保存したい場合は、仮の値をいれて保存を行ない、
再度編集してください。

これは必須フィールドです

エラーが表示された場合は、指示に従い、入力してください。

申請ボタンを押すことで、正式に申請されたことになり、
以降の変更はできなくなります。



問い合わせ

問い合わせに補足する添付ファイルがある場合は、
添付してください。

事業者名が表示されます。変更はできません。

プレビュー後、訂正する場合は、戻る をクリックしてください。
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件名、メッセージを入力してください。

登録されたメールアドレスが表示されます。
変更することができます。

補助金名が表示されます。変更はできません。

問い合わせの種類を選択してください（4通り）

CC：メールアドレスを任意に指定することができます（5名まで）。

・補助金の概要について
・申込条件について
・手続きの流れについて
・その他



問い合わせ

入力した内容を再度確認後、問い合わせる を
クリックしてください。
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