
  



 

 

Step2【創業に関するノウハウを学ぶ】 

メニュー 内容 時期 実施機関 

専門相談 特定創業支援事業 

創業計画書のつくり方、創業融資、記帳の仕方など創業に必要な総

合的な相談に応じます 

特定創業支援事業

開業予定地（店舗や工場等）へ訪問し、継続的に創業を支援します

随時 鹿沼商工会議所 

粟野商工会 

各分野の専門家が成果が出るまで、何回でも無料で相談に応じます 随時 栃木県よろず支援拠点 

起業化アドバイザーが各支援機関と連携を図りながら相談に応じ

ます 

随時 栃木県産業振興センター 

金融相談 創業計画の作成から資金調達まで、鹿沼市や栃木県の創業融資のほ

か、各金融機関独自の創業資金メニューにより、支援します 

 

※日本政策金融公庫では、市・県制度融資は取扱っておりません 

随時 足利銀行 

鹿沼相互信用金庫 

筑波銀行 

栃木銀行 

商工中金 

栃木県信用保証協会 

日本政策金融公庫 

鹿沼市 

創業資金 

 

創業してから 1 年未満の方への事業資金 

融資限度額 500万円   融資期間  5年以内 

保証料率 0.405％～1.710％ 

「創業等連携サポート制度」は 0.60％または 0.45％ 

※保証料は鹿沼市が全額補助します。 

 

随時 鹿沼市産業振興課 

栃木県 

創業支援資金 

 

創業予定者や創業後 5年未満の方への事業資金 

融資限度額 1,000万円～3,000万円 

融資期間 7年以内（建物は 10年以内） 

保証料率 0.45％～1.60％ 

「創業等連携サポート制度」は 0.60％または 0.45％ 

 

随時 栃木県経営支援課 

 

創業関連保証 

 

創業または分社化をする方への事業資金に係る保証 

保証限度額 3,500万円 

保証期間 10年以内 

保証料率 0.80％ 

 

随時 栃木県信用保証協会 

創業等 

連携サポート制度 

地域の支援機関や日本政策金融公庫等と信用保証協会が連携し、創

業相談・計画策定支援・創業後の経営をサポートするとともに、「創

業関連保証」について、通常よりも低い 0.60％（女性・若者（35歳

未満）・シニア（55歳以上）の方は 0.45%）の保証料率を適用しま

す。 

 

随時 

 

栃木県信用保証協会 

 

 

   

Step1【まず、相談】 

メニュー 内容 時期 実施機関 

創業支援窓口 鹿沼市での創業を決意したあなたへ 

ニーズに応じた支援メニューをご案内します！  

随時 かぬま創業支援ネットワーク 

身近な窓口へ！ 

鹿沼市では創業支援を実施する機関が連携し、総合的に継続して支援を行っ

ています。皆さんの夢の実現に向けてオール鹿沼でバックアップします！ 創業準備

創業 フォローアップ



メニュー 内容 時期 実施機関 

かぬま起業塾 

特定創業支援事業 

会場：鹿沼商工会議所  

経営資源・課題分析、マーケティング、利益計

画、資金繰り、資金調達、公的支援制度紹介な

どビジネスプラン作成までの講座 

未定 鹿沼商工会議所 

創業個別相談会 

会場：鹿沼商工会議所 

創業をお考えの方に無料で専門家がご相談をお

受けします 

(要予約) 

毎月第２水曜日 

10：00～17：00 

栃木県産業振興センター 

栃木県よろず支援拠点 

共催 

創業希望者交流サロン 

【創業塾・基礎編】 

特定創業支援事業 

会場：とちぎ産業交流センター 

創業希望者、創業して間もない方を対象に、創

業の心構え、事業プランの立て方等を、中小企

業診断士や税理士等が分かりやすく講義します 

6月下旬～8月上旬 

（全 6回） 

栃木県産業振興センター 

創業サポートアカデミー 

【創業塾・実践編】 

特定創業支援事業 

会場：とちぎ産業交流センター 

専門家による個別指導により、創業希望者のビ

ジネスプランを短期的に集中して練り上げ、創

業の成功確率を高めます 

１月～2月 

（全 5回） 

栃木県産業振興センター 

創業相談 

 

会員のために講師を招いての講演会やディスカ

ッション等、毎月例会を開催しております。 

創業相談については個別に伺います。 

応相談 とちぎニュービジネス協議会 

 

Step3【起業後のフォローアップ】 

メニュー 内容 時期 実施機関 

金融相談 

経営・販路など 

各金融機関独自のネットワークを活用し、専門

家・専門機関の紹介、ビジネスマッチングなど

多角的に支援します 

 

随時 足利銀行 

鹿沼相互信用金庫 

筑波銀行 

栃木銀行 

商工中金 

栃木県信用保証協会 

日本政策金融公庫 

 

  

特定創業支援事業の表示がある鹿沼商工会議所と栃木県産業振興センターの支援メニューにおいて、１ケ月以上継続して計４回

以上、経営・財務・人材育成・販路開拓の全分野を受けていただき、創業に関する知識を身につけると、鹿沼市から「特定創業支

援証明書」が発行されます。この証明書により次の特例が適用されます。 

株式会社設立時の登録免許税軽減 

資本金の 0.7％⇒0.35％ 

創業関連保証の利用要件の拡充 

創業 2 か月前⇒6 か月前 



 

 

問い合わせ先 

ネットワーク機関  住所 電話 

鹿沼市産業振興課   鹿沼市今宮町 1688-1（仮庁舎 1階） 0289（63）2182 

鹿沼商工会議所   鹿沼市睦町 287-16 0289（65）1111 

粟野商工会   鹿沼市口粟野 1655-1 0289（85）2281 

足利銀行 鹿沼支店 鹿沼市石橋町 1544 0289（64）2171 

鹿沼相互信用金庫 本店営業部 鹿沼市上田町 2331 0289（64）6285 

  仲町支店 鹿沼市仲町 1700-2 0289（62）7272 

  駅前支店 鹿沼市上野町 135-5 0289（62）5261 

  緑町支店 鹿沼市栄町 2-22-2 0289（62）7215 

  東支店 鹿沼市東町 3-4-15 0289（65）3180 

  西支店 鹿沼市日吉町 865-5 0289（62）9771 

  南支店 鹿沼市上殿町 794-3 0289（64）1975 

  粟野支店 鹿沼市口粟野 806-1 0289（85）2131 

筑波銀行 鹿沼支店 鹿沼市銀座 1-1878-5 0289（62）4163 

栃木銀行 鹿沼支店 鹿沼市貝島町 5006-1 0289（62）4191 

商工中金 宇都宮支店 宇都宮市西１-1-15 028（633）8191 

栃木県信用保証協会 保証統括課 宇都宮市中央 3-1-4 028（635）8885 

栃木県産業振興センター 総合相談グループ 宇都宮市ゆいの杜 1-5-40 028（670）2607 

日本政策金融公庫 宇都宮支店 宇都宮市二番町 1-31 028（634）7142 

その他の支援機関  住所 電話 

栃木県産業政策課  宇都宮市塙田 1-1-20 028（623）3203 

栃木県経営支援課  宇都宮市塙田 1-1-20  028（623）3181 

栃木県よろず支援拠点  宇都宮市ゆいの杜 1-5-40 028（670）2618 

（一社）とちぎニュービジネス協議会 事務局 宇都宮市中戸祭 839 浜村会計ビル 028（616）1512 

 

【創業関連補助制度一覧】詳細な要件・要領については、必ず実施機関にお問い合わせください。 

 

メニュー 内容 時期 実施機関 

空き店舗等活用 

新規出店支援事業 

空き店舗等への新規出店事業を支援します   

【店舗家賃】対象経費２分の１以内 

【経営指導等】対象経費の３分の１以内 

随時 

ただし、予算の

範囲内 

鹿沼市産業振興課 

個店整備事業 店舗の改修工事費、備品等購入費を支援します 

改修工事、備品等（建物と一体として取り付けられる備品、設備等）  

購入に要する経費の３分の 1 以内 20 万円限度 

随時 

ただし、予算の

範囲内 

鹿沼市産業振興課 

チャレンジショップ貸出 

 

まちなか交流プラザ１階でチャレンジしたい人を募集します  

対象業種 物品小売業、サービス業 

※給排水設備や換気等が必要な業種は不可 

未定 

（入居期間原

則 1年間） 

鹿沼市産業振興課 

とちぎ 

未来チャレンジ 

ファンド活用助成事業 

（創業支援事業） 

創業時の事務所改装費、運営費、広告宣伝費

を助成します 

対象経費３分の２以内 100万円限度 

助成期間  １年 

令和 3年度 

一次募集終了 

 

栃木県産業振興センター 

インキュベート室貸出 

 

とちぎ産業交流センターのインキュベート

室の賃貸料を３分の１補助します 

随時 栃木県産業振興センター 

地域課題解決型創業支援

補助金 

創業時の人件費、店舗等借料、設備費、原材

料費、借料、知的財産等関連経費、謝金、旅

費、外注費、マーケティング調査費、広報費 

対象経費２分の１以内 200万円限度 

助成期間 交付決定日～12月末 

令和 3年度 

  募集は終了 

募集時期は 

4月～5月 

 

栃木県産業振興センター 


