
栃木県内の創業支援施策一覧（行政・商工団体・金融機関・専門家・その他支援機関）

（5）その他（例：ビジネスプランコンテスト、ベンチャーオフィス提供等）

地区 分類 創業段階

1 県央 行政
3 創業初期段
階

2 県央 行政
2準備段階,
3 創業初期段
階

3 県南 行政 0 全段階

4 県南 行政 2 準備段階

5 県南 行政 2 準備段階

6 県南 行政 0 全段階
【担当部署】工業振興課企業誘致係
【電話】0285-22-9396

小山市 起業家フォーラム
起業家の創出と育成並びに起業家精神の醸成を目的として市内経営者に
講演をいただき、創業のきっかけ等を講演し創業の後押しを目的とす
る。

創業・独立に関心のある者 １月

【担当部署】商工振興課
【電話】0282-21-2372
【FAX】0282-21-2683
【ﾒｰﾙ】syoukou@city.tochigi.lg.jp

佐野市
まちなかチャレンジフロア
管理運営事業

まちなか活性化ビル「佐野未来館」３階フロアを創業者が本格的に開業
する前にチャレンジショップとして利用できるよう提供する。

利用可能業種　物品販売業、飲食店業（酒類の提供を主たる目的とする
ものを除く）、その他集客を見込めるサービス業
期間　原則６か月以内（３か月の延長可能）
利用可能時間　午前９時～午後５時
施設利用料　無料（光熱水費も無料）

・事業を営んでいない個人の方で、これから佐
野市内で新たに事業を開始しようとする方
・事業を営んでいる個人または会社で、その事
業の全部または一部を継続しつつ、これから佐
野市内で他の事業を開始しようとする方　など

随時募集

http://www.city.san

o.lg.jp/kakuka/syou

kou/sougyou.html

【担当部署】産業立市推進課
【電話】0283-20-3040
【FAX】0283-20-3029
【メール】sangyou@city.sano.lg.jp

栃木市
蔵の街とちぎビジネスプラ
ンコンテスト

市内において１件でも多くの創業が実現すること、若者や女性等の創業
に関する機運を高めることを目的としてビジネスプランコンテストを開
催し、優秀なプランを表彰、奨励金贈呈を行う。
【奨励金】
・最優秀賞　80万円
・若者創業者特別賞　30万円
・女性創業者特別賞　30万円
・優秀賞×2　5万円

市内において創業を目指す方、創業後間もない
方

・ブラッシュアップセミナー【基礎編】
10月
・書類審査会　10月
・若手経営者との意見交換会　11月
・ブラッシュアップ個別相談会【応用
編】　11月
・最終審査会（プレゼンテーション審査
会）　12月
・ステップアップ個別相談会　1月

http://www.city.toc

higi.lg.jp/hp/menu0

00017000/hpg00001

6584.htm

【担当部署】産業政策課
【電話】028-632-2443
【FAX】028-632-2447
【ﾒｰﾙ】
u2305@city.utsunomiya.tochigi.jp

足利市
インキュベーション・オ
フィス事業

創業希望者、創業後５年未満の者を対象に割安な家賃で事務所を提供す
ることにより、事業の安定化を支援する。

創業後５年未満の者 随時

http://www.ashikag

a-

sougyou.jp/category

/office/incubation/

【担当部署】商工振興課 工業･労働福祉
担当
【電話】0284-20-2157
【FAX】0284-20-2155
【ﾒｰﾙ】shoukou@city.ashikaga.lg.jp

宇都宮市
宇都宮アクセラレータープ
ログラム

事業の拡大を目指す創業後３年程度の「ベンチャー企業」や新事業を立
ち上げる「第二創業」に取り組む企業に対し、メンタリングや経営資源
の活用を通じて事業計画をブラッシュアップ、事業終了時には成果発表
会を開催し、出資者とのマッチングを図る。

① 市内事業者
宇都宮市内に事業所を有する創業後数年程度の
中小企業又は個人事業者
② 市外事業者
宇都宮市内に事業拠点を設置予定又は市内事業
者と協業した新事業の立ち上げを予定する中小
企業、個人事業者

・プラン募集
・1次(書面)審査
・2次(プレゼン）審査
・支援プログラム実施
・成果発表会

https://www.city.ut

sunomiya.tochigi.jp/

sangyo/sangyo/102

9495.html

問合せ先

宇都宮市

宇都宮市起業家支援施設
インキュベーションオフィ
スおよびシェアオフィスの
供用

起業及び事業創出を支援することにより、安定的かつ継続的に事業活動
を行うことができる起業家を育成し、企業経営の基盤構築を支援するた
め、起業家に対して宇都宮市起業家支援施設を一定期間貸し出す。

【インキュベーションオフィス】（個室８室）
 １号室 約23㎡ 月額 28,620円
 ２号室 約23㎡ 月額 28,620円
 ３号室 約22㎡ 月額 27,270円
 ４号室 約16㎡ 月額 20,050円
 ５号室 約30㎡ 月額 36,450円
 ６号室 約32㎡ 月額 38,890円
 ７号室 約23㎡ 月額 28,490円
 ８号室 約37㎡ 月額 45,990円

【シェアオフィス】（共用机７席）
 全席 約　３㎡ 月額　　3,660円

【インキュベーションオフィス】
会社の設立の登記後若しくは有限責任事業組合
契約の登記後５年を経過していない者、又は、
会社の設立の登記のための手続若しくは有限責
任事業組合契約の登記の手続に着手している者
で本社として使用しようとする者

【シェアオフィス】
使用開始の時点で、事業活動を行っている者、
又は、新たに創業を目指す者であり事業計画
（起業するための経営に関する計画）を有する
者

空席があれば随時募集

http://www.city.uts

unomiya.tochigi.jp/s

angyo/kigyo/ventur

e/1006895.html

【担当部署】産業政策課
【電話】028-632-2443
【FAX】028-632-2447
【ﾒｰﾙ】
u2305@city.utsunomiya.tochigi.jp

団体・機関等名 事業名等 概要 対象者 実施時期等 参考ＵＲＬ



栃木県内の創業支援施策一覧（行政・商工団体・金融機関・専門家・その他支援機関）

地区 分類 創業段階 問合せ先団体・機関等名 事業名等 概要 対象者 実施時期等 参考ＵＲＬ

7 県北 行政 0 全段階

8 県北 行政 2 準備段階

9 県南 商工団体 2 準備段階

10 県央 商工団体 2 準備段階

11 県央 商工団体 2 準備段階

12 全県 金融機関
3 創業初期段
階

13 全県 金融機関 2 準備段階

14 県北 金融機関 2 準備段階

【担当部署】地域支援部
【電話】0287-36-1230
【FAX】0287-36-5658
【ﾒｰﾙ】
nasushin2125@seagreen.ocn.ne.jp

那須信用組合
クラウドファンディング
「MOTTAINAIもっと」

テストマーケティング、販路拡大を支援するための、信用組合業界専用
のクラウドファンディング募集ページ等の作成支援。

テストマーケティング、販路拡大を検討してい
る創業者

申込は随時受け付け
募集期間最大80日

https://mottainai-

motto.jp/

営業推進部

栃木銀行
とちぎんビジネスプランコ
ンテスト

“地域発！羽ばたく起業家”をテーマに、オリジナリティーあふれるビ
ジネスプランを全国へ発信し羽ばたきたい起業家のみなさんを、資金調
達のみならず、企業や専門家とのマッチング等でサポートします。
【賞金】
（ビジネスプラン部門）
・最優秀賞　　　　　　　　　　 300万円
・優秀賞（とちぎんキャピタル賞）20万円
・優秀賞（とちぎんリーシング賞）20万円
（ビジネスアイデア部門）
・とちぎんたまご賞　　　　　　　20万円（10万円×2口）

・当行営業エリア（栃木県・埼玉県・群馬県・
茨城県・東京都）で起業予定・起業後5年以内
の方
【ビジネスプラン部門】
・創業または新事業開始後5年以内の個人事業
主または株式会社の経営者等
【ビジネスアイデア部門】
・これから創業･起業を予定している個人

・プラン募集　　　　　　4～6月
・1次審査（書類）　　　　　6月
・2次審査（面接）　　　　　7月
・3次審査（非公開プレゼン）8月
・最終審査（公開プレゼン）10月

【担当部署】法人営業部
【電  話】028-633-1261
【FAX】028-634-6340

足利銀行 めぶきビジネスアワード

成長分野等における革新的・創造的な新事業プランを表彰し、新事業プ
ランの実現・成長に向け、めぶきフィナンシャルグループが全力でサ
ポートを行うことにより、新産業・新市場の創出を促進することで、地
域経済の復興・活性化へ貢献することを目的としています。

成長分野等における革新的・創造的な新事業プ
ランを有する者

プラン募集　12月～1月
1次審査　5月上旬
2次審査　5月中旬
表彰　6月上旬

【担当部署】指導1課
【Tel】0285-82-3305
【FAX】0285-82-7967
【ﾒｰﾙ】info@moka-cci.or.jp

真岡商工会議所
チャレンジショップ施設運
営事業（チャレンジショッ
プ２１）

新たに店舗を開いてみたい事業者・グループのための期間限定ショップ
を開設することで、店舗運営を通じ、お客様とのふれあい、目標を達成
する喜びや店舗経営の楽しさと難しさを学んでもらう。チャレンジ期間
で習得した経営ノウハウをもとに本格出店を目指すことにより、商店街
の空き店舗の解消・賑わいの創出を目的とする。

創業希望者、創業後間もない者 随時：1年更新（最長2年入居可）
http://www.moka-

cci.or.jp/cci

【担当部署】指導1課
【Tel】0285-82-3305
【FAX】0285-82-7967
【ﾒｰﾙ】info@moka-cci.or.jp

真岡商工会議所
インキュベーション施設運
営事業（ＭＯＰ２１）

起業及び事業創出を支援することにより、安定的かつ継続的に事業活動
を行うことができる起業家を育成し、もって本市における新たな雇用の
創出及び産業の活性化に資するよう、起業家に対して真岡商工会議所起
業家支援施設を一定期間貸し出すことにより、企業経営の基盤構築を支
援する。

創業希望者、創業後間もない者 随時：1年更新（最長2年入居可）
http://www.moka-

cci.or.jp/cci

【担当部署】観光商工課
【電話】0287-72-6918
【FAX】0287-72-1112
【ﾒｰﾙ】kanko@town.nasu.lg.jp

栃木商工会議所
ビジネスプランコンテスト
～若手経営者との意見交換
～

栃木市主催による「蔵の街とちぎビジネスプランコンテスト2018」の応
募者と当所青年経営者会との意見交換会を開催し、交流を図る。

ビジネスプランコンテスト応募者 11月中旬

栃木商工会議所
【電話】0282-23-3131
【FAX】0282-22-7550
【ﾒｰﾙ】 tcci@t-cnet.or.jp

那須町
中小企業等育成支援施設
（貸事務所）

町内の閉校になった小学校校舎を改修し、中小企業や新規起業者が賃貸
できる事業所等に活用できるよう「中小企業等育成支援施設」を開設し
た。

・部屋数　4教室
・使用料　1ヶ月　30,000円
・使用許可期間　1年間（5年間まで更新可能）

・中小企業者
・新規創業者

随時受付

http://cms.town.nas

u.lg.jp/viewer/info.h

tml?idSubTop=1&id

=1221&g=212

那須烏山市
ベンチャープラザ那須烏山
事業

９室の貸オフィスにより平成１５年１０月に供用開始し、これまで３０
名の利用実績がある。現在４名利用中。賃料は１部屋１７～２５千円に
設定。インターネット環境完備。那須烏山商工会経営指導員による手厚
い経営支援を実施。

創業者 随時
http:www13.plala.
or.jp/bentya/

【担当部署】商工観光課
【電話】0287-83-1115
【FAX】0287-83-1142



栃木県内の創業支援施策一覧（行政・商工団体・金融機関・専門家・その他支援機関）

地区 分類 創業段階 問合せ先団体・機関等名 事業名等 概要 対象者 実施時期等 参考ＵＲＬ

15 全県 金融機関 2 準備段階

16 全県 金融機関
3 創業初期段
階

17 全県 金融機関
3 創業初期段
階

18 全県
その他支援

機関
2 準備段階

19 全県 行政 2 準備段階

【担当部署】総務企画部総務企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ
【電話】028-670-2600
【FAX】028-670-2616

栃木県
空き店舗を活用した創業支
援事業

栃木県、市町、商工団体、金融機関、専門家等により構成された「とち
ぎ地域企業応援ネットワーク」の有機的な連携により、商店街関係者等
と出店希望者のマッチング支援及び創業後間もない段階での支援を実施
することにより、創業の促進を図る。

栃木県内の市町から登録された空き店舗におい
て創業する方

通年

http://www.pref.t

ochigi.lg.jp/f03/ak

itenpo-sogyo.html

【担当部署】経営支援課中小･小規模企
業支援室
【電 話】028-623-3173
【FAX】028-623-3340
【ﾒｰﾙ】
shienshitsu@pref.tochigi.lg.jp

(公財)栃木県産業振興
センター

インキュベート・研究開発
室運営事業

創業や新たな研究開発に取り組む企業の初期投資軽減を図るため、とち
ぎ産業交流センター貸事務所の入居料を助成する。
・助成期間　最長５年
・助成率　　１/３

創業者、研究開発成果の起業化を目指す企業お
よび個人

通年

http://www.tochig

i-

iin.or.jp/index/2/4

/

【担当部署】総務部企画課
【電 話】028-635-2121
【FAX】028-635-0917
【ﾒｰﾙ】kikaku@cgc-tochigi.or.jp

栃木県信用保証協会 月報誌「保証だより」掲載
当協会月報誌「保証だより」に企業紹介コーナー「笑顔Library」に掲載
し、企業PRの場を提供する

　創業保証利用先 　掲載者は月替わり
http://www.cgc-

tochigi.or.jp/issue

【担当部署】総務部企画課
【電 話】028-635-2121
【FAX】028-635-0917
【ﾒｰﾙ】kikaku@cgc-tochigi.or.jp

栃木県信用保証協会
RADIO BERRY「SHINE!」出
演

地元FM番組「SHINE!」へ出演機会を与え企業PRの場を提供する 　創業保証利用先
　出演者は月替わり
　（放送時間：毎週月曜日）

http://www.cgc-

tochigi.or.jp/estab

lish

日本政策金融公庫宇都
宮支店

第６回　創造力、無限大
高校生ビジネスプラン
グランプリ

将来を担う若者の創業マインド向上を目的とし、高校生のビジネスプラ
ンを競う全国規模の大会。
【奨励金】
・グランプリ　20万円
・準グランプリ　10万円
・審査員特別賞　5万円
・優秀賞　2万円

全国の高等学校（中等教育学校後期課程を含
む）の生徒からなるグループまたは個人

・エントリー期間
　平成30年7月2日～9月14日
・ビジネスプランシート提出期限
　平成30年10月10日
・ファイナリスト発表
　平成30年12月上旬
・最終審査会　平成31年1月13日

https://www.jfc.g
o.jp/

【担当部署】｢高校生ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝｸﾞﾗﾝﾌﾟ
ﾘ｣運営事務局
【電話】03-3270-1385
【ﾒｰﾙ】grandprix@jfc.go.jp


