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1

さいたま市
（公益財団法人さい
たま市産業創造財
団）

経済局商工観光部経済
政策課
（企業支援課)

048-829-1362
（048-851-6652）

5.創業塾 SAITAMAオンライン起業塾
これから創業を目指す方、創業後間もない方などを対
象に個別相談会を実施すると共に、創業前後に必要
となる知識の習得を目指すセミナーを実施（全5回）

2021/6/5～ https://kigyo-seminar.net/sozo-saitama2021/ 2021

2

さいたま市
（公益財団法人さい
たま市産業創造財
団）

経済局商工観光部経済
政策課
（企業支援課)

048-829-1362
（048-851-6652）

7.その他
Startup！SAITAMA（起業家オンライ
ンサロン）

起業家同士の交流・メンタリング・セミナー・ビジネス
オーディション・新商品リリースサポートなどを行うオン
ラインサロン(月1回程度開催）

2021/6～ https://change-saitama.com/ 2021 【R3新規】

3
さいたま市
（さいたま商工会議
所）

経済局商工観光部経済
政策課
（小規模経営支援課）

048-829-1362
（048-641-0084）

5.創業塾 第18期さいたま創業塾

創業を志す方や、創業間もない方に対し、基本的な知
識を習得する基礎講座をはじめ、参加者の創業予定
業種に応じた、より専門的で実践的なセットアップ講
座を実施（毎週土曜日、全6回を予定）

未定
http://www.saitamacci.or.jp/management/establishment.as
p

2021

4

さいたま市
（公益財団法人さい
たま市産業創造財
団）

経済局商工観光部経済
政策課
（企業支援課金融担当)

048-829-1362
（048-851-6391）

2.融資
さいたま市中小企業融資制度（創業
支援資金）

限度額：運転・設備資金2,000万円、返済：運転・設備
資金10年以内（据置期間12か月以内）、利率年
0.60%、保証料年0.80%以内、担保不要

期間限定なし http://www.city.saitama.jp/005/002/010/001/p056580.html 2021

5

さいたま市
（公益財団法人さい
たま市産業創造財
団）

経済局商工観光部経済
政策課
（企業支援課)

048-829-1362
（048-851-6652）

3.相談 窓口相談
事業計画書の作成など、創業に関するあらゆる課題
に、経験豊富な相談員がアドバイスを実施

期間限定なし http://www.city.saitama.jp/005/002/010/005/p054883.html 2021

6

さいたま市
（公益財団法人さい
たま市産業創造財
団）

経済局商工観光部経済
政策課
（企業支援課)

048-829-1362
（048-851-6652）

3.相談 専門家派遣
創業を目指す方、創業後間もない方などを対象とした
専門家派遣を実施

期間限定なし http://www.city.saitama.jp/005/002/010/005/p054883.html 2021

7

さいたま市
（公益財団法人さい
たま市産業創造財
団）

経済局商工観光部経済
政策課
（企業支援課)

048-829-1362
（048-851-6652）

3.相談 出張 創業・経営・金融相談会
市内10の区役所において、創業者及び中小企業者の
創業・経営・金融等幅広い相談に応じ、今後の事業展
開に向けてのアドバイスを実施

未定 http://www.sozo-saitama.or.jp/event/event.html 2021

8 さいたま市
経済局商工観光部経済
政策課

048-829-1362 6.セミナー 起業家精神育成講座

さいたま市立中学・高校生を対象に、さいたま市に縁
のある起業家の方々の経験を参考に、自らの将来に
ついて考えを深め、将来に向けて起業意欲を高める
ワークショップ形式のセミナー

未定
https://www.city.saitama.jp/006/014/008/003/009/006/p0
75216.html

2021

9 さいたま市
経済局商工観光部労働
政策課

048-829-1370 7.その他
さいたま市早期起業家教育事業（第１
８期“さいたま”あんとれすくーる）

さいたま市内の小・中学生を対象に、会社設立から、
商品の企画・販売・決算まで行う、 実践的なビジネス
体験プログラム

令和３年６～９月 https://www.city.saitama.jp/001/005/008/p036060.html 2021

10
川越市
（川越商工会議所）

産業観光部産業振興課
（経営支援グループ）

049-224-5934
（049-229-1850）

5.創業塾 川越創業スクール
個別面談を含め計5日間(10月～11月)
12月事業計画発表会、定員30名

未定 https://www.kawagoe.or.jp/foundation-school/ 2021

11 川越市 産業観光部産業振興課 049-224-5934 2.融資 川越市新規創業者支援資金融資
限度額：運転・設備資金2,000万円、返済：運転・設備
資金10年以内（据置期間1年以内）、利率年0.9%、保
証料年0.8%以内、利子補給率年0.3%、担保不要

期間限定なし
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/jigyoshamuke/chushoki
gyonushi/chushokigyoushiseido/shinki_yushi.html

2021

12
川越市
（川越商工会議所）

産業観光部産業振興課
（経営支援グループ）

049-224-5934
（049-229-1850）

3.相談 ワンストップ相談窓口
川越市と連携した川越商工会議所が「ワンストップ相
談窓口」を運営

期間限定なし
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/jigyoshamuke/sangyojo
ho/sougyoushienkeikaku.html

2021

13
川越市
（埼玉県と共同）

ウェスタ川越　創業支援
ルーム　担当

049-249-1185 7.その他
ウェスタ川越　創業支援ルーム　入居
者募集

住所：川越市新宿町1-17-17（川越駅西口より徒歩約
5分）、ルームタイプ（約12～25㎡）：使用料：月額
27,600～58,400円(承認申請中）・電気電話代等：使用
者負担・利用人数2～3名程度

期間限定なし
http://www.westa-kawagoe.jp/information/information-
sougyou.html

2021

14
川越市
（埼玉県と共同）

ウェスタ川越　創業支援
ルーム　担当

049-249-1185 7.その他
ウェスタ川越　創業支援ルーム　入居
者募集

住所：川越市新宿町1-17-17（川越駅西口より徒歩約
5分）、ブースタイプ（約8～12㎡）：使用料：月額19,000
～27,600円（承認申請中）・電気電話代等：使用者負
担・利用人数1名

期間限定なし
http://www.westa-kawagoe.jp/information/information-
sougyou.html

2021

15 熊谷市 商工業振興課 048-524-1111 5.創業塾
女性プチ起業支援セミナー・個別相談
会

全9回、受講料1,000円 未定
http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sangyo/shok
ogyoshinko/oshirase/jyoseikigyou.html

2021 女性向け施策

16
熊谷市
（熊谷商工会議所）
（くまがや市商工会）

商工業振興課
048-524-1111
（048-521-4600）
（048-588-0140 ）

5.創業塾 創業塾
中小企業診断士等の専門家による創業支援のため
のセミナー（全5日間）

未定
https://www.kumagayacci.or.jp/management_support/found
er_assistance

2021
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17
熊谷市
（熊谷商工会議所）
（くまがや市商工会）

商工業振興課
048-524-1111
（048-521-4600）
（048-588-0140 ）

7.その他 ビジネスピッチ事業
創業、新事業、新商品開発等、新たな取り組みを効果
的にPRすることを目的としたビジネスピッチ

未定 2021

18 熊谷市 商工業振興課 048-524-1111 1.補助金 熊谷市創業者支援補助金 固定資産税相当額を3年度分交付 期間限定なし
https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/jigyousya/sogyosya
shien.html

2021

19 熊谷市 商工業振興課 048-524-1111 1.補助金
空き店舗等活用支援事業費補助金
（熊谷市空き店舗等活用支援事業）

上限額50万円、募集件数7件（熊谷商工会議所管内5
件、くまがや市商工会管内2件）

期間限定なし
https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sangyo/sho
kogyoshinko/oshirase/akitenpo.html

2021

20 熊谷市 商工業振興課 048-524-1111 1.補助金
空き店舗等活用支援事業費補助金
（女性の起業は熊谷de事業）

上限額50万円、募集件数2件 期間限定なし
https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sangyo/sho
kogyoshinko/oshirase/akitenpo.html

2021 女性向け施策

21
熊谷市
（熊谷商工会議所）
（くまがや市商工会）

商工業振興課
048-524-1111
（048-521-4600）
（048-588-0140 ）

3.相談 熊谷市創業支援サポート窓口
熊谷市と連携した熊谷商工会議所及び熊谷市商工会
にコア窓口、熊谷市役所にサテライト窓口を設置し、
連携して創業希望者の相談等に対応

期間限定なし
http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sangyo/shok
ogyoshinko/oshirase/sogyoshienkeikaku.html

2021

22
川口市
（公益財団法人川口
産業振興公社）

経済部経営支援課
048-258-1647
（048-263-1110）

5.創業塾 起業人育成講座（基礎編） 川口市特定創業支援事業　全5回、受講料3,000円
2021/6/12～
7/10

http://www.kawaguchi-net.or.jp/course/opening/ 2021

23
川口市
（公益財団法人川口
産業振興公社）

経済部経営支援課
048-258-1647
（048-263-1110）

5.創業塾 起業人育成講座（経営編）
事業分析や経営戦略の立て方などについての知識が
身につく内容 　　全3回、受講料3,000円

2021/11/6～
11/20

2021

24
川口市
（公益財団法人埼玉
県産業振興公社）

経済部経営支援課
（創業支援グループ）

048-258-1647
（048-711-2222）

6.セミナー
女性のためのプチ起業はじめ方セミ
ナーin川口

「プチ起業」に関する疑問を解消し、「一歩を踏み出す
前に」考えるヒントを提供すると共に、どのようにして
自分らしい「プチ起業」を実現していくかを解説するセ
ミナー

未定
https://www.saitama-
j.or.jp/sogyo/seminarevent/event_women/

2021 女性向け施策

25
川口市
（公益財団法人埼玉
県産業振興公社）

経済部経営支援課
（創業支援グループ）

048-258-1647
（048-711-2222）

6.セミナー
女性のためのプチ起業はじめ方セミ
ナーin鳩ヶ谷

「プチ起業」に関する疑問を解消し、「一歩を踏み出す
前に」考えるヒントを提供すると共に、どのようにして
自分らしい「プチ起業」を実現していくかを解説するセ
ミナー

未定
https://www.saitama-
j.or.jp/sogyo/seminarevent/event_women/

2021 女性向け施策

26 川口市 経済部産業振興課 048-259-9018 1.補助金 空き店舗活用事業補助金
補助対象経費の1/2を補助、上限額200万円、先着
順、工事着手（契約）の2週間前までに要申請

期間限定なし
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/030/2/207
5.html

2021

27 川口市 経済部産業振興課 048-259-9018 1.補助金 商店改修事業補助金

新型コロナウイルス感染症対策の改修工事及び備品
購入は、補助対象経費の50%以内、上限額50万円（備
品購入のみは上限額20万円）
通常の改修工事は、補助対象経費の30%以内、上限
額30万円
先着順、工事着手（契約）の2週間前までに要申請

期間限定なし
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/030/2/205
5.html

2021

28 川口市 経済部経営支援課 048-259-9018 3.相談 ワンストップ相談窓口
川口市と連携した公益財団法人川口産業振興公社、
川口商工会議所、鳩ヶ谷商工会が「ワンストップ相談
窓口」を運営

期間限定なし
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/021/12/20
66.html

2021

29
川口市
（公益財団法人埼玉
県産業振興公社）

経済部経営支援課
（企業支援グループ）

048-258-1647
（048-647-4085）

3.相談 起業個別相談会
場所：メディアセブン
時間：10時半～/13時～（1人1回1時間30分）

毎月第4金曜日
開催

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/021/12/20
66.html

2021

30 川口市 経済部経営支援課 048-258-1647 3.相談 女性のための起業個別相談会
場所：鳩ヶ谷商工会1F
時間：10時～/11時～（1人1回1時間[）

毎月第2金曜日
開催（6月より開
始予定）

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/021/12/20
66.html

2021 【R3新規】

31 川口市 経済部経営支援課 048-258-1647 3.相談 専門家相談窓口事業
川口市と連携した川口商工会議所、鳩ヶ谷商工会で
実施される専門家による相談窓口事業

期間限定なし
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/021/12/20
66.html

2021

32 川口市 経済部経営支援課 048-258-1647
5.創業塾
6.セミナー

女性の活躍・創業支援プロジェクト
【AFEKT（アフェクト）】

年間を通して、セミナー・講座・女性起業家との交流の
場を提供し、頑張る女性の支援・ネットワークづくりを
実施。

令和3年度　随時 https://afekt.jp/ 2021 【R3新規】

33 川口商工会議所 企業支援課 048-228-2220

4.表彰
7その他
（事業計

画）

第4回ウーマンビジネスプランコンテス
ト BIZCON in Kawaguchi 2022

対象：川口市在住・勤務又は川口に貢献できる女性
で、起業予定又は開業から10年未満の方　個人・法
人・年齢不問（女性限定）

令和4年2月開催
予定

http://kcci-joseikai.org/bizcon.html 2021 女性向け施策

34 行田市 環境経済部商工観光課
048-556-1111
（内線383）

1.補助金
行田市起業家支援助成事業（空き店
舗等改修費助成）

改修費等補助対象経費の1/2を補助、上限額50万円
（蔵の改修は250万円）、改修の施工業者は市内業者
限定等要件あり

期間限定なし
https://www.city.gyoda.lg.jp/15/04/11/syusyoku_taisyoku/
zyosei.html

2021

35 行田市 環境経済部商工観光課
048-556-1111
（内線383）

1.補助金
行田市起業家支援助成事業（空き店
舗等家賃助成）

月額家賃等補助対象経費の1/2を補助、月額上限額
5万円、補助期間36カ月

期間限定なし
https://www.city.gyoda.lg.jp/15/04/11/syusyoku_taisyoku/
zyosei.html

2021

2/15
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36 行田市 環境経済部商工観光課
048-556-1111
（内線383）

6.セミナー

広域連携創業支援フォーラム及び交
流会（行田商工会議所、南河原商工
会、加須市商工会、羽生市商工会の4
会議所・商工会共催）

開業者の話や各市役所からの創業補助金等の説明、
創業希望者を中心lこ意見交換を行うフォーラム

未定 2021

37 行田市 環境経済部商工観光課
048-556-1111
（内線383）

2.融資
行田市中小企業向け融資制度
（小口事業資金）

限度額：運転・設備資金1,250万円、返済：運転10年以
内（据置期間6カ月以内）・設備12年以内（据置期間1
年以内）、利子補給時実利率年0.94%～、保証料年
0.8%以内、担保不要、1年以上の事業継続等要件あり

期間限定なし https://www.city.gyoda.lg.jp/15/04/10/yuushi_1.html 2021

38 行田市 環境経済部商工観光課
048-556-1111
（内線383）

2.融資
行田市中小企業向け融資制度
（商工業振興資金）

限度額：運転・設備資金3,000万円、返済：運転10年以
内・設備12年以内（据置期間1年以内）、利子補給時
実利率年1.00%～、保証料年0.45%～1.59%、担保原則
として不要、法人の場合は原則として代表者が要保
証人、6カ月以上の事業継続等要件あり

期間限定なし https://www.city.gyoda.lg.jp/15/04/10/yuushi_1.html 2021

39 行田市 環境経済部商工観光課
048-556-1111
（内線383）

2.融資 県・市融資制度の利子補給

行田市小口事業資金・運転：借入から5年間の支払利
子1/4・設備：借入から7年間の支払利子1/4、行田市
商工業振興資金・借入から5年間の支払利子1/5、埼
玉県制度融資のうち、事業資金の短期貸付のみ・支
払利子額の1/5相当額

期間限定なし https://www.city.gyoda.lg.jp/15/04/10/rishihokyu.html 2021

40 行田市 環境経済部商工観光課
048-556-1111
（内線383）

3.相談 ワンストップ相談窓口
行田市と連携した行田商工会議所、南河原商工会、
地域金融機関等が「ワンストップ相談窓口」にて相談
に対応

期間限定なし 2021

41 秩父市 産業観光部産業支援課 0494-25-5208 5.創業塾 ちちぶ創業塾

全5回、定員20名
※秩父商工会議所、荒川商工会、西秩父商工会、皆
野町商工会、長瀞町商工会、秩父市、横瀬町、皆野
町、長瀞町、小鹿野町と連携して実施

2021/10～
（予定）

http://www.city.chichibu.lg.jp/5532.html 2021

42 秩父市 産業観光部産業支援課 0494-25-5208 3.相談 ちちぶ地域創業サポート窓口

創業に関する相談窓口の設置・運営
※秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、秩父
商工会議所、荒川商工会、西秩父商工会、皆野町商
工会、長瀞町商工会と連携して実施

期間限定なし http://www.city.chichibu.lg.jp/5453.html 2021

43 秩父市 産業観光部産業支援課 0494-25-5208 1.補助金 秩父市空き店舗対策事業補助金
中心市街地区域内の空店舗を利用し、事業を実施す
る者に対し、新規出店改修費1/3（30万円上限）、店舗
併用住宅等改修費1/3（20万円上限）を補助

期間限定なし http://www.city.chichibu.lg.jp/1464.html 2021

44 所沢市 産業経済部産業振興課 04-2998-9157 2.融資 所沢市新規創業支援資金融資制度
限度額：運転・設備資金1,000万円、返済：運転資金7
年以内・設備資金10年以内（据置期間1年以内）、利
率年1.0%、保証料年0.8%以内、担保不要

期間限定なし
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/shigotojyoh
o/sangyo/keieisien/yushi/syoko_20100329114042776.html

2021

45 所沢市 産業経済部商業観光課 04-2998-9155 1.補助金
所沢市空き店舗活用・新規創業支援
出店補助金

補助対象経費の1/3を補助、上限額120万円、市内在
住者又は市内に本拠のある法人かつ市内商店街内
の3ヶ月以上の空き店舗に新規出店等要件あり

期間限定なし
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/shigotojyoh
o/syogyo/akitennpo.html

2021

46 所沢市 産業経済部産業振興課 04-2998-9157 2.融資
所沢市中小企業設備投資融資利子
補給事業

埼玉県又は日本政策金融公庫国民生活事業の制度
融資（設備資金に限ります）を借入して市内に設備投
資をされた市内中小企業が対象、支払利子額の30%
を5年間補助・環境に配慮した設備導入の場合、利子
補給率が40%、市内に事業所を有し同一事業を1年以
上営む等要件あり

期間限定なし
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/shigotojyoh
o/sangyo/keieisien/yushi/setsubitoushirishihokyu.html

2021

47 所沢商工会議所 中小企業相談所 04-2924-5581 5.創業塾 第25期・第26期開業ゼミナール

平日夜全7回と土曜日全3回、受講料6,500円
グループワーク・ディスカッションを取り入れた少人
数・参加型講義によるセミナー、経営（事業領域の決
定、マーケティングミックス等）・財務（収益の考え方、
資金繰り）・人材育成（従業員の育て方）・販売方法
（営業、広告宣伝の流れ等）の知識を学び、実践的な
ビジネスプランの作成を支援

第25期
2021/5/25～
第26期
2021/10/30～

http://www.tokorozawa-cci.or.jp/manage/found.html 2021

48 所沢商工会議所 中小企業相談所 04-2924-5581 6.セミナー 第7回開業Cafe

女性限定、参加費4,500円（飲食代として）
創業を考え始めた女性・創業を迷っている女性のため
の入門セミナー。女性講師（市内先輩女性経営者）に
よる体験談や開業準備などのセミナーと講師を交えた
情報交換のための交流会

未定 http://www.tokorozawa-cci.or.jp/manage/found.html 2021

49 所沢商工会議所 中小企業相談所 04-2924-5581 3.相談
第17回・第18回開業相談会（創業・新
事業展開等個別相談会）

対象者：開業に向け課題が明確な方・開業ゼミナール
受講者・所沢市内での創業希望者
相談員：中小企業診断士・金融機関担当者・経営指
導員
相談は夕方から一案件45分、事前予約制の無料個別
相談会

第17回
2021/7/6・
2021/7/13
第18回
2021/12

http://www.tokorozawa-cci.or.jp/manage/found.html 2021
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50 所沢商工会議所 中小企業相談所 04-2924-5581 3.相談 日本政策金融公庫出張創業相談会
毎月1日（1月は除く）、午後開催。事前予約制で日本
政策金融公庫川越支店融資担当者による個別の無
料創業相談会

2020/4/1～ http://www.tokorozawa-cci.or.jp/manage/found.html 2021

51
飯能市
（飯能商工会議所）

産業環境部産業振興課
042-986-5083
(042-974-3111)

5.創業塾 はんのう起業スクール
地域内で起業をする方向けの創業ノウハウが学べる
5日間のオンライン講座

2021/9～10予定 http://hkpf.jp/seminar.html 2021

52
飯能市
（飯能商工会議所）

産業環境部産業振興課
042-986-5083
(042-974-3111)

6.セミナー フォローアップセミナー
創業者や創業希望者間の交流によりビジネスコミュニ
ティの創出ならびに創業意識の向上を図るための交
流会

2021/10予定 http://hkpf.jp/seminar.html 2021

53
飯能市
（飯能商工会議所）

産業環境部産業振興課
042-986-5083
（042-974-3111）

1.補助金 創業支援補助金（法人設立向け）
補助対象経費の全額を補助、上限額20万円、飯能市
内に住所を有する等要件あり

期間限定なし http://www.hanno-cci.or.jp/sougyou_hojyokin/ 2021

54
飯能市
（飯能商工会議所）

産業環境部産業振興課
042-986-5083
（042-974-3111）

1.補助金 創業支援補助金（個人事業向け）
補助対象経費の1/2を補助、上限額5万円または7.5
万円、飯能市内に住所を有する等要件あり

期間限定なし http://www.hanno-cci.or.jp/sougyou_hojyokin/ 2021

55 飯能市 産業環境部産業振興課 042-986-5083 1.補助金 新規出店促進事業補助金

工事費等補助対象経費の1/10を補助、上限額10～
50万円（中心市街地内外及び市内市外在住等により
変化）、建物の新築・増築又は内装の改修、屋根や外
壁の塗装・補修、厨房・トイレ等の改良、看板の設置
等工事内容に要件あり

期間限定なし https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/1809 2021

56
飯能市
（飯能商工会議所）

産業環境部産業振興課
042-986-5083
（042-974-3111）

3.相談 ワンストップ相談窓口
飯能市と連携した飯能商工会議所が「ワンストップ相
談窓口」を運営

期間限定なし https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/1818/ 2021

57
飯能市
（飯能商工会議所）

産業環境部産業振興課
042-986-5083
(042-974-3111)

3.相談 専門家による起業個別相談
専門家（中小企業診断士、税理士）が専門的な分野
について相談に対応

期間限定なし 2021

58
飯能市
（飯能商工会議所）

産業環境部産業振興課
042-986-5083
（042-974-3111）

7.その他
インキュベーション事業（日替わりシェ
フレストラン）

営業内容：食事・菓子・ドリンク等の販売、料理提供価
格：出店者が決定、使用料金：3,500円/日（9:00 ～
17:00）、期間：原則、2カ月1クールとして更新

期間限定なし http://www.hanno-cci.or.jp/restaurant/#syutten 2021

59
加須市
（加須市商工会）

経済部産業振興課
0480-62-1111
(内線251・252・253)
(0480-61-0842)

5.創業塾 ＫＡＺＯ創業塾

創業を目指す方、独立開業を目指す方、開業間もな
い事業者（創業5年以内）を対象として、創業に関する
基礎知識や心構えも身に付く講座「KAZO創業塾」を
開催。
1回目（全6回）、2回目（全5回）、受講料無料

2021/8月頃
2022/1月頃

http://kazo-sci.jpn.org/ 2021

60 加須市 経済部産業振興課
0480-62-1111
 (内線251・252･
253)

2.融資 起業家育成資金

限度額：運転・設備資金1,500万円、返済：運転7年以
内・設備10年以内（据置期間1年以内）、利率：3年以
内：年1.40％以内・3年超から5年以内：年1.50％以内・
5年超から10年以内：年1.60％以内、保証料年0.8%以
内、担保不要、保証料の全額相当額助成（限度額30
万円）及び.支払利子の20％助成あり

期間限定なし
https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/sangyoukoyou/shigoto/
kigyou/5585.html

2021

61
加須市
（加須市商工会）

経済部産業振興課
0480-62-1111
(内線251・252・253)
(0480-61-0842)

3.相談 創業支援ワンストップ相談窓口
加須市と連携した加須市商工会が創業に関する相談
を受け付ける「創業支援ワンストップ相談窓口」を運営

期間限定なし
https://www.city.kazo.lg.jp/shigoto/kigyou/shien/11165.ht
ml

2021

62
本庄市
（本庄商工会議所）

経済環境部商工観光課
商工労政係

0495-25-1175
(0495-22-5241)

5.創業塾 創業セミナー 全４回以上 未定 未定 2021

63

本庄市
（公益財団法人本庄
早稲田国際リサーチ
パーク）

経済環境部商工観光課
商工労政係

0495-25-1175
(0495-24-7455)

5.創業塾
本庄早稲田塾ゼロから始める創業ス
クール

未定 未定 未定 2021

64
本庄市
（児玉商工会）

経済環境部商工観光課
商工労政係

0495-25-1175
(0495-72-1556)

5.創業塾 創業セミナー 全４回以上 未定 未定 2021

65 本庄市
経済環境部商工観光課
商工労政係

0495-25-1175 1.補助金
中心市街地空き店舗対策補助制度
（改装工事費補助）

工事費等補助対象経費の1/3を補助、上限額50万円 期間限定なし
https://www.city.honjo.lg.jp/shigoto_sangyo/sangyoshinko/c
hushinshigaichi_shotengai/12740.html

2021

66
本庄市
（早稲田大学）

経済環境部商工観光課
商工労政係

0495-25-1175
(0495-24-6426)

7.その他
インキュベーション・オン・キャンパス
（IOC）本庄早稲田　インキュベーショ
ンゾーン

住所：本庄市西富田1011（本庄早稲田駅より徒歩3
分）、V棟（25～84㎡）：使用料：月額72,500～222,5000
円・電話代等：使用者負担

期間限定なし https://www.waseda.jp/inst/honjopj/howarp/about/ioc 2021

67

本庄市
（公益財団法人本庄
早稲田国際リサーチ
パーク）

経済環境部商工観光課
商工労政係

0495-25-1175
(0495-24-7455)

7.その他
インキュベーション・オン・キャンパス
（IOC）本庄早稲田　本庄早稲田ビジネ
スプラットフォーム

住所：本庄市西富田1011（本庄早稲田駅より徒歩3
分）、シェアードブースタイプ：使用料：月額10,000円

期間限定なし http://www.howarp.or.jp/business/ 2021

68 東松山市 環境産業部商工観光課 0493-21-1427 6.セミナー 創業支援・経営力向上セミナー
創べセンターや埼玉県よろず支援拠点等との連携を
含む各種セミナー、受講料無料

2021/8～
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kankyosang
yobu/shoko/menu/sougyou_news/menu.html

2021

69 東松山市 環境産業部商工観光課 0493-21-1427 1.補助金
東松山市商店街空き店舗対策事業補
助金（改修費等補助）

工事費等補助対象経費の1/2を補助、上限額60万
円、新規出店に係る改修の施工業者は市内業者限定
等要件あり

期間限定なし
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kankyosang
yobu/shoko/menu/commerce_and_industry/akitenpo/13684
08989739.html

2021
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http://www.tokorozawa-cci.or.jp/manage/found.html
http://hkpf.jp/seminar.html
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http://www.hanno-cci.or.jp/sougyou_hojyokin/
https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/1809
https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/1818/
http://www.hanno-cci.or.jp/restaurant/#syutten
http://kazo-sci.jpn.org/
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https://www.city.honjo.lg.jp/shigoto_sangyo/sangyoshinko/chushinshigaichi_shotengai/12740.html
https://www.waseda.jp/inst/honjopj/howarp/about/ioc
http://www.howarp.or.jp/business/
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kankyosangyobu/shoko/menu/sougyou_news/menu.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kankyosangyobu/shoko/menu/sougyou_news/menu.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kankyosangyobu/shoko/menu/commerce_and_industry/akitenpo/1368408989739.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kankyosangyobu/shoko/menu/commerce_and_industry/akitenpo/1368408989739.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kankyosangyobu/shoko/menu/commerce_and_industry/akitenpo/1368408989739.html
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70 東松山市 環境産業部商工観光課 0493-21-1427 1.補助金
東松山市商店街空き店舗対策事業補
助金（賃借料補助）

月額家賃等補助対象経費の1/2を補助、月額上限額
7万5千円、補助期間12カ月

期間限定なし
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kankyosang
yobu/shoko/menu/commerce_and_industry/akitenpo/13684
08989739.html

2021

71 東松山市 環境産業部商工観光課 0493-21-1427 7.その他
東松山起業家サポート投資事業有限
責任組合（金融機関等との連携事業）

運用期間：10年間、投資対象：東松山市に本社を置く
成長性の高い未公開企業

期間限定なし
http://www.resona-
gr.co.jp/holdings/news/saitama_c/20160628_1a.html

2021

72 東松山市 環境産業部商工観光課 0493-21-1427 7.その他
東松山市創業支援センター（共同事
務室・コワーキングスペース）

住所：東松山市箭弓町1-11-7（東松山駅東口より徒
歩1分）、使用料：日額1千円・月額5千円

期間限定なし
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kankyosang
yobu/shoko/menu/sougyou_news/h_sogyo.html

2021

73
東松山市
（東松山商工会）

環境産業部商工観光課
0493-21-1427
（0493-22-0761）

3.相談 ワンストップ相談窓口
東松山市と連携した東松山市商工会が「ワンストップ
相談窓口」を運営

期間限定なし
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kankyosang
yobu/shoko/menu/sougyou_news/sougyoshien.html

2021

74
東松山市
（東松山商工会）

環境産業部商工観光課
0493-21-1427
（0493-22-0761）

6.セミナー 東松山市創業塾
創業を検討している方を対象に、事業計画書の作成
や、融資制度等、創業に役立つ実践的知識を習得す
るためのセミナー

2021/秋予定 2021

75 東松山市 環境産業部商工観光課 0493-21-1427 6.セミナー 女性限定創業支援セミナー 女性に限定した創業支援のセミナーの開催
2021/11/13･
2021/11/27

http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kankyosang
yobu/shoko/menu/sougyou_news/menu.html

2021 女性向け施策

76 春日部市
環境経済部商工振興課
商工振興担当

048-736-1111
（内線7755）

6.セミナー ビジネスプラン完成セミナー 全2回、受講料無料
2021/7/5・
2021/7/12

2021

77 春日部市
環境経済部商工振興課
商工振興担当

048-736-1111
（内線7755）

1.補助金 かすかベンチャー応援補助金
市内の空き店舗を利用して創業を行う方・創業して5
年未満の方に対し、創業の際にかかる費用の一部を
補助

～2021/8/31
https://www.city.kasukabe.lg.jp/sangyo/keiei/sogyo/kasuka
venture.html

2021

78 春日部市
環境経済部商工振興課
商工振興担当

048-736-1111
（内線7755）

4.表彰
第6回かすかべビジネスプランコンテ
スト（ビジネスプラン部門）

対象：創業予定者または創業後おおむね5年以内の
中小企業者または新分野創出を予定している中小企
業者のいずれかに該当する個人・法人・団体

2021/7/1～9/30
（予定）

https://www.city.kasukabe.lg.jp/sangyo/keiei/sogyo/index.html 2021

79 春日部市
環境経済部商工振興課
商工振興担当

048-736-1111
（内線7755）

1.補助金 春日部市法人設立応援補助金
37,000円、または補助対象経費の4分の1（登録免許
税の軽減措置適用の場合は、軽減後の2分の1）

期間限定なし
https://www.city.kasukabe.lg.jp/sangyo/keiei/sogyo/hojinh
ojo.html

2021

80
春日部市
（埼玉県と共同）

東部地域振興ふれあい
拠点施設 創業支援ルー
ム　担当

050-3353-5334 7.その他
東部地域振興ふれあい拠点施設 創
業支援ルーム　入居者募集

住所：春日部市南1-1-7（春日部駅西口より徒歩5
分）、個室Aタイプ（24.95㎡）：使用料：月額54,890円・
電気電話代等：使用者負担

期間限定なし http://www.kasukabehall.jp/sogyoshien04.html 2021

81
春日部市
（埼玉県と共同）

東部地域振興ふれあい
拠点施設 創業支援ルー
ム　担当

050-3353-5334 7.その他
東部地域振興ふれあい拠点施設 創
業支援ルーム　入居者募集

住所：春日部市南1-1-7（春日部駅西口より徒歩5
分）、ブース型Bタイプ（12.85㎡）：使用料：月額28,260
円・電気電話代等：使用者負担

期間限定なし http://www.kasukabehall.jp/sogyoshien04.html 2021

82
春日部市
（埼玉県と共同）

東部地域振興ふれあい
拠点施設 創業支援ルー
ム　担当

050-3353-5334 7.その他
東部地域振興ふれあい拠点施設 創
業支援ルーム　入居者募集

住所：春日部市南1-1-7（春日部駅西口より徒歩5
分）、ブース型Cタイプ（5.07㎡）：使用料：月額11,150
円・電気電話代等：使用者負担

期間限定なし http://www.kasukabehall.jp/sogyoshien04.html 2021

83
春日部市
（埼玉県と共同）

東部地域振興ふれあい
拠点施設 創業支援ルー
ム　担当

050-3353-5334 7.その他 創業塾 全4回、受講料無料 2021/冬予定 2021

84 春日部市
環境経済部商工振興課
商工振興担当

048-736-1111
（内線7756）

3.相談 ワンストップ相談窓口
春日部市と連携した春日部商工会議所と庄和商工会
が「ワンストップ相談窓口」を運営

期間限定なし
https://www.city.kasukabe.lg.jp/sangyo/keiei/sogyo/index.h
tml

2021

85 狭山市 環境経済部産業振興課
04-2953-1111
（内線2553）

6.セミナー 創業セミナー
全6回、受講料無料、対象：起業に興味がある方、起
業して間もない方

2020/8～10 https://www.city.sayama.saitama.jp/kankou/sougyou/index.html2021

86 狭山市 環境経済部商業観光課
04-2953-1111
（内線2552）

1.補助金 狭山市店舗・住宅改修工事費補助金
工事費等補助対象経費の10％を補助、上限額30万
円、工事の施工業者は市内業者限定等要件あり

～2021/5/7
（～予算枠終了）

https://www.city.sayama.saitama.jp/kankou/shogyoshien/reform.html2021

87 狭山市 環境経済部産業振興課
04-2953-1111
（内線2553）

7.その他
さやまインキュベーションセンター21入
居者募集

住所：狭山市広瀬台2-16-15　狭山工業団地内（狭山
市駅よりタクシー約12分）
・研究室・大（41.25㎡）：使用料：月額71,200円
・研究室・中（33.75㎡）：使用料：月額58,300円
・研究室・小（16.87㎡）：使用料：月額29,100円
※電気電話代等：使用者負担

https://sic21.jp/recruitment/ 2021

88 狭山市 環境経済部産業振興課
04-2953-1111
（内線2553）

3.相談
狭山市ビジネスサポートセンター
(Saya-Biz)

中小企業・小規模事業者等の抱える様々な経営課題
解決と売り上げ拡大に向けた支援を行う『無料』のビ
ジネスコンサルティングセンター。創業希望者、創業し
て間もない方も対象。

https://saya-biz.jp/ 2021
平成31年4月
開設

89 羽生市 経済環境部商工課 048-560-3111 5.創業塾 創業支援セミナー 全6回
2021/9/24～
2021/10/29

http://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2015091100025/ 2021

90 羽生市 経済環境部商工課 048-560-3111 6.セミナー シニア向け創業セミナー 概ね50歳以上の方を対象にしたセミナー 2021/7/20 http://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2015091100025/ 2021
シニア向け施
策

91 羽生市 経済環境部商工課 048-560-3111 6.セミナー 女性向け創業セミナー 市内女性を対象としたセミナー 未定 http://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2015091100025/ 2021 女性向け施策
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https://www.city.kasukabe.lg.jp/sangyo/keiei/sogyo/index.html
https://www.city.kasukabe.lg.jp/sangyo/keiei/sogyo/index.html
https://www.city.sayama.saitama.jp/kankou/sougyou/index.html
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92 羽生市 経済環境部商工課 048-560-3111 6.セミナー シニア向け創業セミナー 概ね50歳以上の方を対象にしたセミナー 2021/7/20 http://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2015091100025/ 2021
シニア向け施
策

93 羽生市 経済環境部商工課 048-560-3111 6.セミナー 女性向け創業セミナー 市内女性を対象としたセミナー 未定 http://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2015091100025/ 2021 女性向け施策

94 羽生市 経済環境部商工課 048-560-3111 1.補助金
羽生市商店街空き店舗対策モデル事
業費補助金（店舗改装費等補助金）

補助対象経費の1/2を補助、上限額30万円 期間限定なし http://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2014010800039/ 2021

95 羽生市 経済環境部商工課 048-560-3111 3.相談 創業支援ワンストップ相談窓口
羽生市と連携した羽生市商工会、市内金融機関等
が、「創業支援ワンストップ相談窓口」を運営

期間限定なし http://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2015091100025/ 2021

96
鴻巣市
（鴻巣市商工会）

環境経済部商工観光課
商工労政担当

048-541-1321
（048-541-1008）

6.セミナー 創業セミナー 全2回 2021/8/28 http://www.syokoukai.or.jp/kohnosu/ 2021

97
鴻巣市
（鴻巣市商工会）

環境経済部商工観光課
商工労政担当

048-541-1321
（048-541-1008）

6.セミナー 「私にもできる！」起業・副業セミナー 受講料無料 2021/8/20 2021

98
鴻巣市
（公益財団法人埼玉
県産業振興公社）

環境経済部商工観光課
商工労政担当
（創業支援グループ）

048-541-1321
（048-711-2222）

6.セミナー
実践型創業セミナー「HPで新ビジネス
をPR」

word pressを使用し、HPを作成する。受講料無料 2021/9/4 2021

99
鴻巣市
（鴻巣市商工会）

環境経済部商工観光課
商工労政担当

048-541-1321
（048-541-1008）

1.補助金
鴻巣市商店街空き店舗対策事業費補
助金

改修費や設備費等補助対象経費の1/2を補助、上限
額50万円、市内の商店街における店舗物件限定等要
件あり

期間限定なし
http://www.city.kounosu.saitama.jp/soshiki/kankyo/3/gyom
u/6/1526860039956.html

2021

100

鴻巣市
（鴻巣市商工会）
（公益財団法人埼玉
県産業振興公社）

環境経済部商工観光課
商工労政担当

048-541-1321
（048-541-1008）
（048-711-2222）

3.相談
鴻巣市創業支援事業計画における創
業ワンストップ相談窓口

鴻巣市と連携した鴻巣市商工会、公益財団法人埼玉
県産業振興公社が「創業ワンストップ相談窓口」を運
営

期間限定なし
http://www.city.kounosu.saitama.jp/soshiki/kankyo/3/gyom
u/6/1499990345664.html

2021

101
深谷市
（深谷商工会議所）
(ふかや市商工会)

産業振興部商工振興課
048-577-3409
（048-571-2145）
(048-584-2325)

5.創業塾 深谷創業スクール 全6回、受講料無料 未定 http://fukaya-sogyo.jp/ 2021

102 深谷市 産業振興部商工振興課 048-577-3409 1.補助金
深谷市起業家支援事業補助金交付
制度

3種の各補助対象経費の1/2を補助、上限額各種10
万円合計30万円、市内商工会または会議所の要推薦
等要件あり

期間限定なし
http://www.city.fukaya.saitama.jp/business/shokougyo/syo
kogyohenosien/1391657265321.html

2021

103 深谷市 産業振興部商工振興課 048-577-3409 1.補助金
深谷市中心市街地空き店舗等出店促
進補助金

工事費等補助対象経費の1/2を補助、上限額50万
円、市内商工会または会議所の要推薦等要件あり

期間限定なし
http://www.city.fukaya.saitama.jp/shisei/keikakushisakucho
sa/machizukuri/chusinsigaitikasseika/1441866763775.html

2021

104

深谷市
（深谷商工会議所）
（ふかや市商工会）
（公益財団法人埼玉
県産業振興公社）

産業振興部商工振興課

048-577-3409
（048-571-2145）
（048-584-2325）
（048-711-2222）

3.相談
深谷市創業支援事業計画における創
業ワンストップ相談窓口

深谷市と連携した深谷商工会議所、ふかや市商工
会、、公益財団法人埼玉県産業振興公社が「創業ワ
ンストップ相談窓口」を運営

期間限定なし
http://www.city.fukaya.saitama.jp/business/shokougyo/oshi
rase/1479356686246.html

2021

105
上尾市
（上尾商工会議所）

環境経済部商工課
048-777-4441
（048-773-3111）

5.創業塾
あげおビジネススクール「創業パワー
アップ講座」

全4回、受講料4,000円 未定
https://www.ageocci.or.jp/sougyou-
ageobusinessschool.html

2021

106
上尾市
（公益財団法人埼玉
県産業振興公社）

環境経済部商工課
（創業支援グループ）

048-777-4441
（048-711-2222）

6.セミナー
女性のためのプチ起業はじめ方セミ
ナーin上尾

全1回　無料 未定 2021 女性向け施策

107 上尾市 環境経済部商工課 048-777-4441 1.補助金
上尾市創業資金融資利子補給補助
金

埼玉県制度融資の又は日本政策金融公庫のうち、創
業資金に関する融資制度で当該年に支払った利子の
20％を補助、返済開始月から3年間等要件あり

期間限定なし https://www.city.ageo.lg.jp/page/041116042502.html 2021

108 上尾市 環境経済部商工課 048-777-4441 1.補助金
上尾市空き店舗等活用推進事業補助
金

補助対象経費の1/2を補助、上限額45万円、市内の
空き店舗等を活用して新たに事業を開始する方で、
上尾商工会議所等から事業計画の認定を受け「事業
支援計画書」の交付を受けた方等要件あり

期間限定なし https://www.city.ageo.lg.jp/page/041117070701.html 2021

109

上尾市
（上尾商工会議所）
（公益財団法人埼玉
県産業振興公社）
（埼玉縣信用金庫上
尾支店）
（武蔵野銀行上尾支
店）
（NPO法人マミング）

環境経済部商工課

048-777-4441
（048-773-3111）
（048-711-2222）
（048-771-6621）
（048-771-2455）
（048-729-8153）

3.相談 ワンストップ相談窓口

上尾市・上尾商工会議所・埼玉県産業振興公社・埼
玉縣信用金庫上尾支店・武蔵野銀行上尾支店・NPO
法人マミングが連携し、それぞれに「ワンストップ相談
窓口」を単独で設置

期間限定なし https://www.city.ageo.lg.jp/page/041116040501.html 2021

110 草加市 自治文化部産業振興課 048-922-3477 6.セミナー
「わたしたちの月3万円ビジネスin草
加」無料体験ワークショップ

自分の「好き」や「得意」から小さなビジネスを創るた
めの「わたしたちの月3万円ビジネスin草加」連続講座
の概要説明及び雰囲気体験、受講料無料

2021/9/9 2021 女性向け施策

111 草加市 自治文化部産業振興課 048-922-3477 5.創業塾
「わたしたちの月3万円ビジネスin草
加」連続講座

自分の「好き」や「得意」から月3万円稼ぐ小さなビジネ
スを創るための連続講座、全11回以上、受講料
15,000円

2021/10/14～ 2021 女性向け施策
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112 草加市 自治文化部産業振興課 048-922-3477 1.補助金
草加市産業新成長戦略支援融資制
度補助金

指定金融機関の創業関連融資制度を利用し支払った
約定利子の1/2以内を補助、特定創業支援事業を受
けた方等要件あり

期間限定なし
http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1403/020/030/010/
040/PAGE000000000000058942.html

2021

113 草加市 自治文化部産業振興課 048-922-3477 1.補助金 市内事業所等設備投資支援事業
中小企業および農業者が市内に設置する設備の新
設等に補助を行う。

2021/4/6～
2021/9/30

http://www.soka-kinkyu.com/setsubitoushi.html 2021 【R3新規】

114
草加市
（草加商工会議所）

自治文化部産業振興課
048-922-3477
(048-928-8111)

3.相談 Sou-ai拠点
多様な経営課題をワンストップで包括的に支援する拠
点を開設し、専門家が相談に応じる。

2021/4/1～ http://www.sokacity.or.jp 2021 【R3新規】

115
草加市
（草加商工会議所）

自治文化部産業振興課
048-922-3477
（048-928-8111）

3.相談 ワンストップ相談窓口
草加市と連携した草加商工会議所、公益財団法人埼
玉県産業振興公社が「ワンストップ相談窓口」を運営

期間限定なし http://www.city.soka.saitama.jp/li/050/010/020/index.html 2021

116
越谷市
（越谷商工会議所）

環境経済部経済振興課 048-967-4680 5.創業塾 こしがや創業塾 全4回、受講料無料 2021/5/12～
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/jigyosh
a/sougyou/oshirase/sougyouzyuku201906.html

2021

117
越谷市
（越谷商工会議所）

環境経済部経済振興課 048-967-4680 5.創業塾 女性創業支援セミナー 全6回、受講料無料 2021/9/8～
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/jigyosh
a/sougyou/oshirase/koshigaya_sogyo_zyosei.html

2021 女性向け施策
URLは７月公開予定

118 越谷市 環境経済部経済振興課 048-967-4680 5.創業塾 コミュニティビジネスセミナー 全2回、受講料無料 未定
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/jigyosh
a/sougyou/commubiz/communitybusiness_link.html

2021 URLは10月頃公開予
定

119 越谷市 環境経済部経済振興課 048-967-4680 1.補助金 令和３年度創業者支援補助金
設備費、改装費、広告宣伝費、貸室に係る家賃の1/2
を補助、上限額女性・若者80万円、一般50万円、二番
館での創業相談が必須等要件あり

2021/6/14～
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/jigyos
ha/shienyushi/hojokin/sougyouhojokinn2021.html

2021
女性・若者向け
施策

120 越谷市 環境経済部経済振興課 048-967-4680 1.補助金
令和３年度空き店舗対策事業費補助
金

補助対象経費の1/2を補助、上限額女性・若者100万
円、一般75万円、出店する商店会の要推薦等要件あ
り、先着順

2021/5/10～
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/jigyosh
a/shienyushi/hojokin/akitenpohojokinn.html

2021
女性・若者向け
施策

121 越谷市 環境経済部経済振興課 048-967-4680 2.融資
越谷市中小企業資金融資（起業家育
成資金

限度額：運転・設備資金2,000万円、返済：運転・設備
10年以内（据置期間1年以内)、利率：年1.60％、担保
不要、令和2年度は支払利子の35％助成あり

期間限定なし
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/jigyosh
a/shienyushi/yuushiseido/yuusi.html

2021

122
越谷市
（越谷商工会議所）

環境経済部経済振興課 048-967-4680 3.相談
越谷市産業雇用支援センター二番館
（経営・創業相談窓口）

越谷市と連携した越谷商工会議所が「ワンストップ相
談窓口」を運営

期間限定なし
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/jigyosh
a/sougyou/oshirase/nibankan.html

2021

123
蕨市
（蕨商工会議所）

市民生活部商工生活室
048-433-7750
(048-432-2655)

5.創業塾 わらび創業講座 全5回、受講料無料 未定 https://warabiz.jp/ 2021

124

蕨市
（一般社団法人蕨市
にぎわいまちづくり連
合会）

市民生活部商工生活室
048-433-7750
（048-420-2777）

1.補助金
空き店舗有効活用事業補助金（店舗
改装費・広告宣伝費補助）

補助対象経費の1/2を補助、上限額：店舗改装費50
万円・広告宣伝費10万円、市内の商店街における店
舗物件限定等要件あり

期間限定なし http://www.warabi.ne.jp/~machiren/vacant.html 2021

125

蕨市
（一般社団法人蕨市
にぎわいまちづくり連
合会）

市民生活部商工生活室
048-433-7750
（048-420-2777）

1.補助金
空き店舗有効活用事業補助金（店舗
賃借料補助）

補助対象経費の1/3を補助、上限額1年度あたり80万
円、24か月を限度、出店する商店会への加入等要件
あり

期間限定なし http://www.warabi.ne.jp/~machiren/vacant.html 2021

126 戸田市 環境経済部経済戦略室
048-441-1800
（内線398）

6.セミナー 起業支援セミナー 全5回開催、受講料無料、各回ごとの申込 2021/7/14～
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/214/keizai-oc-
seminer-kakushu.html

2021

127 戸田市 環境経済部経済戦略室
048-441-1800
（内線398）

6.セミナー 女性向け起業支援セミナー
4日間講座と２日間講座を開催、受講料無料、託児あ
り

2021/6/22～
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/214/keizai-oc-
seminer-kakushu.html

2021 女性向け施策

128 戸田市 環境経済部経済戦略室
048-441-1800
（内線398）

1.補助金
令和3年度戸田市商工業支援事業補
助金・展示会等出展支援事業

出展料など補助対象経費の1/2を補助、上限額20万
円、3年以上事業を営みかつ戸田市内で1年以上営業
など要件あり

期間限定なし
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/214/keizai-hojyo-
kougyou.html

2021

129 戸田市 環境経済部経済戦略室
048-441-1800
（内線398）

1.補助金
令和3年度戸田市商工業支援事業補
助金・新技術研究開発支援事業

研究対価の人件費など補助対象経費の1/2を補助、
上限額200万円または50万円、3年以上事業を営みか
つ戸田市内で1年以上営業など要件あり

～2021/8/31
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/214/keizai-hojyo-
kougyou.html

2021

130 戸田市商工会 048-441-2617 7.その他
戸田市商工会起業支援センター「オレ
ンジキューブ」　支援室　入所者募集

住所：戸田市上戸田1-21-23 戸田市商工会館2階（戸
田駅東口より徒歩15分）、支援室タイプ（7.28～9.89
㎡）：使用者負担月額28,000～38,000円

期間限定なし https://orangecube.jp/ 2021

131 戸田市商工会 048-441-2617 6.セミナー 創業塾 全4回、受講料有料
2021/10/30～
（予定）

2021

132 入間市 環境経済部商工観光課 04-2964-1111 1.補助金 入間市創業支援奨励金
補助対象経費の制限なし、上限額15万円、新規事業
を2年以上市内で継続や入間市商工会への加入等な
ど要件あり

期間限定なし
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/1004231.ht
ml

2021

133 入間市 環境経済部商工観光課 04-2964-1111 1.補助金
入間市空き店舗活用創業支援補助金
（空き店舗改修補助）

補助対象経費の1/2を補助、上限額25万円、ただし4
商店街の空き店舗活用時は上限額50万円、工事施
工業者は市内に事業所を有する業者等要件あり

期間限定なし
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/1004230.ht
ml

2021
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http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/214/keizai-oc-seminer-kakushu.html
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/214/keizai-oc-seminer-kakushu.html
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/214/keizai-oc-seminer-kakushu.html
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/214/keizai-oc-seminer-kakushu.html
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/214/keizai-hojyo-kougyou.html
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/214/keizai-hojyo-kougyou.html
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/214/keizai-hojyo-kougyou.html
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/214/keizai-hojyo-kougyou.html
https://orangecube.jp/
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/1004231.html
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/1004231.html
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/1004230.html
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/1004230.html
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134 入間市 環境経済部商工観光課 04-2964-1111 1.補助金
入間市空き店舗活用創業支援補助金
（家賃補助）

月額賃借料を上限額1か月あたり4.5万円まで補助、
12か月を限度、市内の4商店街における店舗物件限
定等要件あり

～当該四半期末
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/1004230.ht
ml

2021

135 入間市 環境経済部商工観光課 04-2964-1111 2.融資
入間市中小企業制度融資　創業支援
資金融資（信用保証型）

限度額：運転・設備資金2,000万円、返済：運転資金7
年以内・設備資金10年以内（据置期間1年以内）、利
率年0.8%、保証料年0.8%以内、担保不要、信用保証料
補助あり

期間限定なし
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/chusho_yus
hi.html

2021

136 入間市 環境経済部商工観光課 04-2964-1111 2.融資
入間市中小企業制度融資　創業支援
資金融資（担保型）

限度額：設備資金2,000万円、返済：設備資金10年以
内（据置期間1年以内）、利率年0.8%、保証料不要、要
担保

期間限定なし
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/chusho_yus
hi.html

2021

137 朝霞市
市民環境部産業振興課
産業労働係

048-463-1903 5.創業塾 起業家育成支援セミナー 全3回、受講料無料、各回ごとの申込 未定 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/kigyo-shien.html 2021

138 朝霞市
市民環境部産業振興課
産業労働係

048-463-1903 2.融資 朝霞市起業家育成資金融資制度

限度額：運転・設備資金1,000万円、返済：運転資金7
年以内・設備資金10年以内（据置期間6カ月以内）、
利率年1.5%、保証料年0.8%以内、担保不要、支払利子
額の100%補給あり

期間限定なし
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/asaka-new-startup-
loan-program.html

2021

139 朝霞市
市民環境部産業振興課
産業労働係

048-463-1903 3.相談 朝霞市起業家育成相談事業
朝霞市と連携した一般社団法人埼玉県中小企業診断
協会が朝霞市民又は朝霞市内で起業をお考えの方
の相談に対応

期間限定なし
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/kigyouikusei-
soudan.html

2021

140
朝霞市
（朝霞市商工会）

市民環境部産業振興課
産業労働係

048-463-1903
（048-470-5959）

3.相談 創業者フォローアップ事業
朝霞市と連携した朝霞市商工会が朝霞市内で起業を
お考えの方、朝霞市内で起業し、起業後間もない方に
対し、フォローアップを実施

期間限定なし
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/sougyousienjigyoukei
kaku.html

2021

141 志木市
産業観光課商工・労政グ
ループ

048-473-1111
（内線2164）

1.補助金
志木市空き店舗等活用事業補助金
（改装費補助）

補助対象経費の1/2を補助、上限額30万円、志木市
空き店舗等情報に登録された空き店舗活用や工事施
工業者は市内に事業所を有する業者等要件あり

期間限定なし http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/37,63835,155,604,html 2021

142 志木市
産業観光課商工・労政グ
ループ

048-473-1111
（内線2164）

1.補助金
志木市空き店舗等活用事業補助金
（家賃補助）

補助対象経費の1/2を補助、上限額1か月あたり5万
円、起業から2年を限度、市商工会への加入及び市商
工会の推薦等要件あり

期間限定なし http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/37,63835,155,604,html 2021

143 志木市
産業観光課商工・労政グ
ループ

048-473-1111
（内線2164）

3.相談 創業相談 志木市と連携した志木市商工会が創業相談に対応 期間限定なし http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/37,71357,155,604,html 2021

144 和光市 市民環境部産業支援課 048-424-9114 1.補助金 和光市新事業創出型事業補助金
和光理研インキュベーションプラザ賃料の1/3を補
助、上限額：年間20万円、補助対象期間：施設入居後
3年間

期間限定なし
http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/sangyou/yuusisie
n/gyo_42_1.html

2021

145 和光市 市民環境部産業支援課 048-424-9114 3.相談 創業相談 和光市と連携した和光市商工会が創業相談に対応 期間限定なし
http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/sangyou/_15585.h
tml

2021

146
独立行政法人中小企
業基盤整備機構

和光理研インキュベー
ションプラザ IM室

048-450-2041 7.その他 和光理研インキュベーションプラザ

住所：和光市南2-3-13（和光市よりバス約9分）、居室
204・205・408（24.5～28㎡）：使用料：月額100,548～
114,912円・電話代等：使用者負担、理研等が有する
シーズ等を活用し、新技術の開発及び事業化を目指
す等要件あり、埼玉県及び和光市による賃料補助あ
り

未定 https://www.smrj.go.jp/incubation/wrip/index.html 2021

147
新座市
（新座市商工会）

市民生活部経済振興課
商工労政消費係

048-477-6346
（048-478-0055）

5.創業塾 【体験型】新座創業塾
市内で創業をお考えの方・創業まもない方・創業に関
する予備知識を習得したい方、全4回、受講料無料

未定 http://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/19/sougyoushien.html 2021

148 新座市
市民生活部経済振興課
商工労政消費係

048-477-6346 1.補助金 新座市新規創業融資利子補給

市内において新たに事業を起こすための資金として、
平成29年5月1日以降に（株）日本政策金融公庫の融
資制度を利用して借り入れた資金が対象、利子補給
期間3年（36か月）、利子補給率1.5%（貸付利率が1.5%
以下の場合はその利率）、利子補給の対象となる資
金は1,000万円が上限

2021

149 新座市
市民生活部経済振興課
商工労政消費係

048-477-6346 3.相談 ワンストップ相談窓口
新座市と連携した新座市商工会が「ワンストップ相談
窓口」を運営

期間限定なし http://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/19/sougyoushien.html 2021

150 桶川市
市民生活部産業観光課
商工・労政係

048-786-3211 1.補助金
桶川市商店街空店舗対策事業補助
金（改装費補助）

補助対象経費の1/2を補助、上限額50万円、5商店会
の空き店舗活用や工事施工業者は市内に事業所を
有する業者等要件あり

～予算枠終了
https://www.city.okegawa.lg.jp/jigyosha/chushokigyomuke/
sougyokigyo/8838.html

2021

151 桶川市
市民生活部産業観光課
商工・労政係

048-786-3211 1.補助金
桶川市商店街空店舗対策事業補助
金（家賃補助）

補助対象経費の1/2を補助、上限額1か月あたり5万
円、12か月を限度、5商店会の空き店舗活用等要件あ
り

～予算枠終了
https://www.city.okegawa.lg.jp/jigyosha/chushokigyomuke/
sougyokigyo/8838.html

2021

152
桶川市
(桶川市商工会)

市民生活部産業観光課
商工・労政係

048-786-3211
(048-786-0903)

3.相談 ワンストップ相談窓口
桶川市と連携した桶川市商工会が「ワンストップ相談
窓口」を運営

期間限定なし https://r.goope.jp/srb-11-41 2021

153
久喜市
（久喜市商工会）

環境経済部久喜ブランド
推進課

0480-85-1111
（0480-21-1154）

5.創業塾 創業塾 （予定）全6回
（予定）2021/12
～2022/1

http://www.kuki-sci.or.jp/sougyou/ 2021

8/15

http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/1004230.html
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/1004230.html
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/chusho_yushi.html
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/chusho_yushi.html
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/chusho_yushi.html
http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/sangyo/chusho_yushi.html
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/kigyoukaikuseishien-seminar-nittei.html
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/asaka-new-startup-loan-program.html
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/asaka-new-startup-loan-program.html
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/kigyouikusei-soudan.html
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/kigyouikusei-soudan.html
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/sougyousienjigyoukeikaku.html
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/sougyousienjigyoukeikaku.html
http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/37,63835,155,604,html
http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/37,63835,155,604,html
http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/37,71357,155,604,html
http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/sangyou/yuusisien/gyo_42_1.html
http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/sangyou/yuusisien/gyo_42_1.html
http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/sangyou/_15585.html
http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/sangyou/_15585.html
https://www.smrj.go.jp/incubation/wrip/index.html
http://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/19/sougyoushien.html
http://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/19/sougyoushien.html
https://www.city.okegawa.lg.jp/kurashi/shigoto_sangyo/shokogyo/5069.html
https://www.city.okegawa.lg.jp/kurashi/shigoto_sangyo/shokogyo/5069.html
https://www.city.okegawa.lg.jp/kurashi/shigoto_sangyo/shokogyo/5069.html
https://www.city.okegawa.lg.jp/kurashi/shigoto_sangyo/shokogyo/5069.html
http://www.syokoukai.or.jp/okegawa/
http://www.kuki-sci.or.jp/sougyou/
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154 久喜市
環境経済部久喜ブランド
推進課

0480-85-1111 1.補助金 空き店舗活用創業等支援事業
賃借料、改修等経費、広報費等補助対象経費の1/2
を補助、上限額100万円、特定創業支援事業の支援
必須等要件あり

～2021/6/18
https://www.city.kuki.lg.jp/shisei/jigyo/shienjyoho/sougyou
hojyo.html

2021

155
久喜市
（久喜市商工会）

環境経済部久喜ブランド
推進課

0480-85-1111
（0480-21-1154）

3.相談 ワンストップ相談窓口
久喜市と連携した久喜市商工会が「創業相談窓口」を
運営

期間限定なし
https://www.city.kuki.lg.jp/shisei/jigyo/shienjyoho/sogyoshi
en.html

2021

156 北本市 市民経済部産業観光課 048-594-5530 3.相談 ワンストップ相談窓口
北本市と連携した北本市商工会が「ワンストップ相談
窓口」を運営

期間限定なし http://www.city.kitamoto.ｌｇ.jp/soshiki/shiminkeizai/sangyou/gyomu/g5/1490078450749.html2021

157 北本市 市民経済部産業観光課 048-594-5530 5.創業塾 創業塾
内容未定のため、詳細は決まり次第、北本市ホーム
ページ及び北本市商工会ホームページで周知

未定 2021

158
八潮市
（八潮市商工会）

市民活力推進部商工観
光課商工・企業立地係

048-996-3119
（内線479）
（048-996-1926）

5.創業塾 八潮創業塾
内容未定のため、詳細は決まり次第、八潮市ホーム
ページ及び八潮市商工会ホームページで周知

未定 2021

159 八潮市
市民活力推進部商工観
光課商工・企業立地係

048-996-3119
（内線479）

1.補助金
八潮市新規創業資金融資利子補給
制度

市内において新たに事業を起こすための資金として、
埼玉県制度融資や（株）日本政策金融公庫の融資制
度を利用して借り入れた資金が対象、利子補給対象
期間令和3年1月1日から12月31日、利子補給率1.5%
（貸付利率が1.5%超の場合は1.5%で算出した額）、利
子補給の対象となる資金は2,000万円が上限

2022/1/11～
1/25

https://www.city.yashio.lg.jp/jigyosha/jigyosha/yushiseido/
sinnki.html

2021

160 八潮市
市民活力推進部商工観
光課商工・企業立地係

048-996-3119
（内線479）

1.補助金 八潮市試験機関利用補助制度
補助対象経費の1/2を補助、上限額5万円、1年以上
事業を営みかつ八潮市内で1年以上営業など要件あ
り

～2022/3/10
（～予算枠終了）

https://www.city.yashio.lg.jp/jigyosha/jigyosha/joseiseido/s
ikennkikann.html

2021

161 八潮市
市民活力推進部商工観
光課商工・企業立地係

048-996-3119
（内線479）

1.補助金 八潮市展示会等出展費用補助制度
補助対象経費の1/2を補助、上限額5万円、1年以上
事業を営みかつ八潮市内で1年以上営業など要件あ
り

～2022/3/10
（～予算枠終了）

https://www.city.yashio.lg.jp/jigyosha/jigyosha/joseiseido/t
ennjikai.html

2021

162 八潮市
市民活力推進部商工観
光課商工・企業立地係

048-996-3119
（内線479）

3.相談 創業個別相談
八潮市と連携した八潮市商工会が「創業個別相談」に
対応

期間限定なし
https://www.city.yashio.lg.jp/jigyosha/jigyosha/sougyou.ht
ml

2021

163 富士見市 経済環境部産業経済課 049-257-6827 1.補助金
富士見市商店街空き店舗出店支援事
業補助金（改修費補助）

内外装改修等補助対象経費の1/3を補助 上限額30
万円 初年度のみ1回　家賃補助と併用の場合は補助
限度額合計90万円までなど要件あり

～予算枠終了
https://www.city.fujimi.saitama.jp/60jigyo/06sangyou/work/
akitenpo.html 2021

164 富士見市 経済環境部産業経済課 049-257-6827 1.補助金
富士見市商店街空き店舗出店支援事
業補助金（家賃補助）

補助対象経費の1/2を補助 上限額1か月あたり5万円
12か月間以内　改修費補助と併用の場合は補助限度
額合計90万円までなど要件あり

～予算枠終了
https://www.city.fujimi.saitama.jp/60jigyo/06sangyou/work/
akitenpo.html 2021

165 富士見市 経済環境部産業経済課 049-257-6827 1.補助金
富士見市新規創業者支援利子補給
金

市内において新たに事業を起こすための資金として、
埼玉県制度融資や（株）日本政策金融公庫の融資制
度を利用して借り入れた資金が対象、利子補給期間
60か月、利子補給対象期間1月1日から12月31日、利
子補給率1月1日から12月31日までの1年間の支払利
子の2分の1以内、15万円が上限

１月
https://www.city.fujimi.saitama.jp/60jigyo/06sangyou/work/
sinkisougyousyasienr.html

2021

166 富士見市 経済環境部産業経済課 049-257-6827 3.相談 ワンストップ相談窓口
富士見市と連携した富士見市商工会が「ワンストップ
相談窓口」を運営

期間限定なし
https://www.city.fujimi.saitama.jp/60jigyo/06sangyou/work/
sougyou.html

2021

167 富士見市 経済環境部産業経済課 049-257-6827 3.相談 創業者フォローアップ事業
富士見市と連携した富士見市商工会が、創業支援事
業計画による支援を受けている事業者を対象に、商
工会の専門員による経営相談を実施

期間限定なし
https://www.city.fujimi.saitama.jp/60jigyo/06sangyou/work/
sougyou.html

2021

168 富士見市 経済環境部産業経済課 049-257-6827 3.相談 創業窓口相談
富士見市と連携した創業・ベンチャー支援センター埼
玉が、創業予定者、新規創業者にたいし、個別のアド
バイスや情報提供を実施

期間限定なし https://www.saitama-j.or.jp/sogyo/ 2021

169 富士見市 経済環境部産業経済課 049-257-6827 3.相談 富士見市産業活性化アドバイザー
中小企業や新規創業者の経営改善を支援するため、
優れた知識や経験を有する産業活性化アドバイザー
を派遣

期間限定なし 2021

170 富士見市 経済環境部産業経済課 049-257-6827 6.セミナー 創業支援セミナー
創業に関する知識を体系的に学習することができる
連続セミナー（全４回以上）を開催

１１月～１２月
https://www.city.fujimi.saitama.jp/60jigyo/06sangyou/work/
sougyoushienseminar.html

2021

9/15

https://www.city.kuki.lg.jp/shisei/jigyo/shienjyoho/sougyouhojyo.html
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https://www.city.kuki.lg.jp/shisei/jigyo/shienjyoho/sogyoshien.html
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https://www.city.yashio.lg.jp/jigyosha/jigyosha/yushiseido/sinnki.html
https://www.city.yashio.lg.jp/jigyosha/jigyosha/yushiseido/sinnki.html
https://www.city.yashio.lg.jp/jigyosha/jigyosha/joseiseido/sikennkikann.html
https://www.city.yashio.lg.jp/jigyosha/jigyosha/joseiseido/sikennkikann.html
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https://www.city.fujimi.saitama.jp/60jigyo/06sangyou/work/akitenpo.html
https://www.city.fujimi.saitama.jp/60jigyo/06sangyou/work/akitenpo.html
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https://www.city.fujimi.saitama.jp/60jigyo/06sangyou/work/sinkisougyousyasienr.html
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https://www.saitama-j.or.jp/sogyo/
https://www.city.fujimi.saitama.jp/60jigyo/06sangyou/work/sougyoushienseminar.html
https://www.city.fujimi.saitama.jp/60jigyo/06sangyou/work/sougyoushienseminar.html
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171 富士見市 経済環境部産業経済課 049-257-6827 6.セミナー 創業セミナー

富士見市と連携した創業・ベンチャー支援センター埼
玉が、創業までの心構えから操業後のマーケティング
まで、利用者のステージに合わせて総合的に学ぶこと
ができるセミナーを開催

期間限定なし https://www.saitama-j.or.jp/sogyo/ 2021

172
三郷市
（三郷市商工会）

市民経済部商工観光課
商工労政振興係

048-930-7721
（048-952-1231）

5.創業塾 創業塾
未定　決まり次第三郷市ＨＰ、三郷市商工会ＨＰにて
告知

未定 https://www.3310.biz/support/start 2021

173 三郷市
市民経済部商工観光課
商工労政振興係

048-930-7721 1.補助金
三郷市きらりとひかれ起業家応援事
業費補助金

補助対象経費の1/2を補助、上限額30万円、創業前
または創業後１年未満の中小企業者が対象、申請要
件として特定創業支援等事業の認定を受ける等要件
あり

～予算枠終了 http://www.city.misato.lg.jp/8563.htm 2021

174
三郷市
（公益財団法人埼玉
県産業振興公社）

市民経済部商工観光課
商工労政振興係
（埼玉県産業振興公社）

048-930-7721
（048-711-2222）

3.相談 女性・シニア創業相談会in三郷市
三郷市と創業・ベンチャー支援センター埼玉が連携し
て「女性・シニア向けの創業相談窓口」を運営

通年 http://www.city.misato.lg.jp/9204.htm 2021
女性・シニア向
け施策

175
蓮田市
（蓮田市商工会）

環境経済部商工課商工
観光担当

048-768-3111
（内線237）
（048-769-1661）

5.創業塾
創業塾（久喜市、蓮田市、幸手市、白
岡市、宮代町、杉戸町の6商工会共
催）

全5回、受講料無料 未定 http://www.syokoukai.or.jp/syokokai/hasuda/index.html 2021

176 蓮田市
環境経済部商工課商工
観光担当

048-768-3111
（内線237）

3.相談 創業ワンストップ相談窓口
蓮田市と連携した蓮田市商工会が「創業ワンストップ
相談窓口」を運営

期間限定なし
https://www.city.hasuda.saitama.jp/shoko/sangyo/sangyo/
sougyoushienn.html

2021

177
蓮田市
（公益財団法人埼玉
県産業振興公社）

環境経済部商工課商工
観光担当

048-768-3111
（内線237）

6.セミナー
女性のためのプチ起業はじめかたセミ
ナー

「プチ起業」に関する疑問を解消し、「一歩を踏み出す
前に」考えるヒントを提供すると共に、どのようにして
自分らしい「プチ起業」を実現していくかを解説するセ
ミナー

未定 2021 女性向け施策

178
坂戸市
（坂戸市商工会）

環境産業部商工労政課
商工労政係

049-283-1331
（内線345）
（049-282-1331）

5.創業塾 第７回創業塾（坂戸市商工会主催） 全5回、受講料無料
８月２６日、９月５
日・１２日・１９
日・２６日（予定）

http://www.sakado.or.jp/ 2021

179 坂戸市
環境産業部商工労政課
商工労政係

049-283-1331
（内線345）

1.補助金
坂戸市創業支援事業助成金（家賃補
助）

賃借料等補助対象経費の1/2を補助、上限額1か月あ
たり5万円、市内空き店舗等を利用の創業及び認定
特定創業支援事業による支援必須等要件あり

期間限定なし http://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/25/843.html 2021

180 坂戸市
環境産業部商工労政課
商工労政係

049-283-1331
（内線345）

1.補助金
坂戸市創業支援事業助成金（改修費
補助）

改修費補助対象経費の1/2を補助、上限額50万円、
市内空き店舗等を利用の創業及び認定特定創業支
援事業による支援必須等要件あり

期間限定なし http://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/25/843.html 2021

181
幸手市
（幸手市商工会）

商工観光課商工労政担
当

0480-43-1111
内線594
（0480-43-3830）

5.創業塾
創業塾（久喜市、蓮田市、幸手市、白
岡市、宮代町、杉戸町の6商工会共
催）

全5回、受講料無料 未定 2021

182 幸手市
商工観光課商工労政担
当

0480-43-1111
内線594

3.相談 創業ワンストップ相談窓口
幸手市と連携した幸手市商工会が「創業ワンストップ
相談窓口」を運営

期間限定なし
https://www.city.satte.lg.jp/sitetop/life_cityadmin/industry_
business/04/index.html

2021

183 鶴ヶ島市 市民生活部産業振興課 049-271-1111 7.その他 チャレンジショップ鶴ヶ島「つるカフェ」

住所：鶴ヶ島市上広谷10-6、出店料・土日祝・10:00～
17:00：¥1,650/時間17:00～22:00：¥2,200/時間全日¥
8,250・平日10:00～17:00：¥1,100/時間17:00～22:00：¥
1,650/時間全日：¥5,500、飲食店（軽飲食に限る）・
サービス業等要件あり

期間限定なし http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page004848.html 2021

184
鶴ヶ島市
（鶴ヶ島市商工会）

市民生活部産業振興課
049-271-1111
(049-287-1255)

5.創業塾 創業塾 全４回以上、受講料無料 未定 http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page004209.html 2021

185 鶴ヶ島市 市民生活部産業振興課 049-271-1111 3.相談 ワンストップ相談窓口
鶴ヶ島市と連携した鶴ヶ島市商工会が「ワンストップ
相談窓口」を運営

期間限定なし http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page004209.html 2021

186
日高市
（日高市商工会）

市民生活部産業振興課
042-989-2111
(042-985-2311)

5.創業塾 創業塾
経営、財務、⼈材育成、販路開拓についての知識を
⾝につけることができる『創業塾』を開催(全５回)
参加費5,000円

6/13、6/20、
7/4、7/11、7/18

https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/
sangyoshinkou/shokokanko/sangyo/9528.html

2021

187 日高市 市民生活部産業振興課 042-989-2111 3.相談 ワンストップ相談窓口
日高市と連携した日高市商工会が「ワンストップ相談
窓口」を運営

期間限定なし
https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/
sangyoshinkou/shokokanko/sangyo/9528.html

2021

188 日高市 市民生活部産業振興課 042-989-2111 1.補助金 日高市創業支援補助金

補助対象経費の1/2を補助、法人上限額10万円、個
人上限額5万円、創業後6か月未満の小規模企業者
を対象、申請要件として、特定創業支援等事業による
支援を受ける等要件あり

～予算枠終了
https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/
sangyoshinkou/shokokanko/sangyo/18137.html

2021

189
吉川市
（吉川市商工会）

商工課
048-982-9697
(048-981-1211)

5.創業塾 創業塾 全6回、受講料無料
2021/10～（予
定）

2021

190 吉川市 商工課 048-982-9697 3.相談 創業個別相談
吉川市と連携した吉川市商工会、公益財団法人埼
玉県産業振興公社が「ワンストップ相談窓口」を
運営

期間限定なし
http://www.namazu.or.jp/%E5%89%B5%E6%A5%AD%E7%9B%B
8%E8%AB%87/

2021

191 吉川市 商工課 048-982-9697 1.補助金 吉川市創業支援補助金
創業後１年以内、創業の際に要する費用に対し２
分の１以下を補助、上限１０万円

期間限定なし https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/23,67542,129,735,html2021

10/15
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192 吉川市 商工課 048-982-9697
6.セミ
ナー

創業セミナー
吉川市と連携した埼玉県産業振興公社が「創業セ
ミナー」を開催

未定 https://www.saitama-j.or.jp/sogyo/seminarevent/ 2021

193 ふじみ野市
市民活動推進部産業振
興課商工労政係

049-262-9023 6.セミナー 創業支援セミナー 未定 2021

194 ふじみ野市
市民活動推進部産業振
興課商工労政係

049-262-9023 1.補助金
商店街空き店舗対策事業補助金（店
舗改装費補助金）

補助対象経費の1/2を補助、上限額50万円、市内の
空き店舗活用や工事施工業者は市内に事業所を有
する業者等要件あり

期間限定なし
https://www.city.fujimino.saitama.jp/jigyoshanohohe/sangyo
shinko/4765.html

2021

195 ふじみ野市
市民活動推進部産業振
興課商工労政係

049-262-9023 1.補助金
商店街空き店舗対策事業補助金（店
舗賃借料補助金）

補助対象経費の1/2を補助、上限額1か月あたり5万
円、12か月を限度、市内の空き店舗活用等要件あり

期間限定なし
https://www.city.fujimino.saitama.jp/jigyoshanohohe/sangyo
shinko/4765.html

2021

196 白岡市
市民生活部商工観光課
商工振興担当

0480-92-1111
（内線294）

5.創業塾
創業塾（久喜市、蓮田市、幸手市、白
岡市、宮代町、杉戸町の6商工会共
催）

全5回、受講料無料 未定 2021

197
白岡市
（公益財団法人埼玉
県産業振興公社）

市民生活部商工観光課
商工振興担当
（創業支援グループ）

0480-92-1111
（内線294）
（048-711-2222）

6.セミナー プチ起業はじめ方セミナーin白岡市

「プチ起業」に関する疑問を解消し、「一歩を踏み出す
前に」考えるヒントを提供すると共に、どのようにして
自分らしい「プチ起業」を実現していくかを解説するセ
ミナー

未定 2021

198 白岡市
市民生活部商工観光課
商工振興担当

0480-92-1111
（内線294）
（048-711-2222）

6.セミナー 起業キックオフセミナー（仮称）

起業に関心のある市内在住の方を対象にしたセミ
ナー、受講生同士のネットワークづくりにより、１人で
は躊躇しがちな「起業」に前向きに臨めるような環境
づくりを目的として実施

未定 2021

199 白岡市
市民生活部商工観光課
商工振興担当

0480-92-1111
（内線294）

3.相談 創業ワンストップ相談窓口
白岡市と連携した白岡市商工会が「創業ワンストップ
相談窓口」を運営

期間限定なし http://www.city.shiraoka.lg.jp/9737.htm 2021

200 伊奈町 元気まちづくり課
048-721-2111
（内線2234）

3.相談 起業支援ワンストップ相談窓口
伊奈町が「起業支援ワンストップ相談窓口」を運営す
ると共に、町と連携した伊奈町商工会が「個別相談」
に対応

期間限定なし
http://www.town.saitama-ina.lg.jp/category/4-0-0-0-
0.html

2021

201 三芳町 観光産業課
049-258-0019
（内線214）

3.相談 創業サポート窓口
三芳町と三芳町商工会の協働により「創業サポート窓
口」を設置し、創業者に対する支援を実施

期間限定なし http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/work/ 2021

202 三芳町 観光産業課
049-258-0019
（内線214）

3.相談 創業相談窓口
事業計画や販路、金融、IT、福祉などの分野で経験
豊富な民間の専門員による創業相談を実施

期間限定なし http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/work/ 2021

203
毛呂山町
（毛呂山町商工会）

産業振興課
049-295-2112
（049-294-1545）

5.創業塾 創業塾 全3回、受講料無料 未定 2021

204
毛呂山町
（毛呂山町商工会）

産業振興課
049-295-2112
（049-294-1545）

6.セミナー もろやま創業セミナー 未定 2021

205 毛呂山町 産業振興課 049-295-2112 1.補助金
空き店舗利活用創業チャレンジ支援
補助金（改修費補助）

補助対象経費の1/2を補助、上限額20万円、商工会
加入や工事施工業者は町内に事業所を有する業者
等要件あり

期間限定なし
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1523
346105363/index.html

2021

206 毛呂山町 産業振興課 049-295-2112 1.補助金
空き店舗利活用創業チャレンジ支援
補助金（家賃補助）

補助対象経費の1/2を補助、上限額1か月あたり5万
円、6か月を限度、商工会加入に努める等要件あり

期間限定なし
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1523
346105363/index.html

2021

207 毛呂山町 産業振興課 049-295-2112 1.補助金
毛呂山町中小企業融資対策事業利
子補給等補助金

県制度融資の短期事業資金や政策金融公庫の国民
生活事業関連融資等で当該年に支払った利子の10
分の1

期間限定なし
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/113263/reiki_i
nt/reiki_honbun/e349RG00000417.html

2021

208 毛呂山町 産業振興課 049-295-2112 2.融資 毛呂山町特別小口企業保証制度

限度額：運転・設備資金250万円、返済：運転3年以
内・設備5年以内、利率：埼玉県小規模事業資金融資
制度における利率による、保証人：不要、町内で1年
以上の事業継続等要件あり

期間限定なし
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1301
988887837/index.html

2021

209 毛呂山町 産業振興課 049-295-2112 2.融資 毛呂山町小口企業保証制度

限度額：運転・設備資金300万円、返済：運転3年以
内・設備5年以内、利率：埼玉県小規模事業資金融資
制度における利率による、保証人：法人のみは代表
者、町内で1年以上の事業継続等要件あり

期間限定なし
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1301
988887837/index.html

2021

210 毛呂山町 産業振興課 049-295-2112 3.相談 相談窓口の開設及び個別相談支援
毛呂山町と連携した毛呂山町商工会が「個別相談」に
対応

期間限定なし
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1484
615494803/index.html

2021

211 越生町 産業観光課 049-292-3121 1.補助金
越生町中小企業退職金共済掛金等
助成制度

補助対象経費の5%～20%を補助、36か月を限度、常
時使用する従業員の数が50人（商業又はサービス業
に属する事業を主たる事業として営むものについては
20人）以下等要件あり

期間限定なし
http://www.town.ogose.saitama.jp/kankou/shoukou/145329
0408033.html

2021

212
越生町
（越生町商工会）

産業観光課
049-292-3121
（049-292-2021）

5.創業塾 おごせ創業塾 全4回　受講料無料 未定
http://www.ogose-syokoukai.com/cgi-
bin/newken.cgi?vew=1

2021

213 越生町 産業観光課 049-292-3121 3.相談 相談窓口 越生町と連携した越生町商工会が「相談窓口」を運営 期間限定なし http://www.town.ogose.saitama.jp/kankou/index.html 2021

214 越生町 企画財政課 049-292-3121 1.補助金
越生町空き家改修事業補助金交付要
綱

補助対象経費の1/2を補助、上限額30万円、工事施
工業者は町内に事業所を有する業者等要件あり

期間限定なし http://www.town.ogose.saitama.jp/i/ogoseikatsu/kurasu/1464238515216.html　2021
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215 越生町 企画財政課 049-292-3121 1.補助金
越生町サテライトオフィス開設事業補
助金

補助対象経費の1/3を補助、上限額150万円、町外の
事業者が新規に開設する等要件あり

期間限定なし http://www.town.ogose.saitama.jp/kamei/kizai/kikaku/gyomuannai/keikakuseido/1599728174753.html2021

216 滑川町 産業振興課 0493-56-6906 3.相談 ワンストップ相談窓口
滑川町と滑川町商工会、創業ベンチャー支援センター
埼玉が連携し起業支援を実施

期間限定なし 2021

217 滑川町 産業振興課 0493-56-6906 6.セミナー 創業支援セミナー 全4回
2021/6～2022/3
（予定）

2021
【R3新規】
【コロナ関連】

218
嵐山町
（嵐山町商工会）

企業支援課
0493-62-0720
（0493-62-2895）

5.創業塾 創業支援セミナー 全4回 未定 未定 2021

219 嵐山町 企業支援課 0493-62-0720 3.相談 ワンストップ相談窓口
嵐山町と連携した嵐山町商工会が「ワンストップ相談
窓口」を運営

期間限定なし http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000004416.html 2021

220 嵐山町 企業支援課 0493-62-0720 1.補助金
嵐山町中心市街地等空き店舗活用及
び新規創業支援出店事業補助金

補助対象経費の1/2を補助、上限額50万円、嵐山町
で新たに商業等を営もうとし、市街化区域内の空き店
舗等に出店する個人等要件あり

～予算枠終了 未定 2021

221
小川町
（公益財団法人埼玉
県産業振興公社）

にぎわい創出課企業支
援グループ
（創業支援グループ）

0493-72-1221
（048-711-2222）

6.セミナー わたしにもできる起業・副業セミナー 起業・副業に向けた基礎知識と心構えを解説 2021/10/19 2021

222 小川町
にぎわい創出課企業支
援グループ

0493-72-1221 1.補助金
空き店舗等活用事業補助金制度（改
修費補助）

補助対象経費の1/2を補助、上限額50万円、業種や
週5日昼間の営業、工事施工業者は町内に事業所を
有する業者等要件あり

～予算枠終了 https://www.town.ogawa.saitama.jp/0000002823.html 2021

223 小川町
にぎわい創出課企業支
援グループ

0493-72-1221 1.補助金
空き店舗等活用事業補助金制度（賃
借料補助）

補助対象経費の1/2を補助、上限額1か月あたり2万5
千円、12か月を限度、業種や週5日昼間の営業等要
件あり

～予算枠終了 https://www.town.ogawa.saitama.jp/0000002823.html 2021

224 小川町
にぎわい創出課企業支
援グループ

0493-72-1221 3.相談 ワンストップ相談窓口
小川町と小川町商工会、創業ベンチャー支援センター
埼玉が連携し創業支援を実施

期間限定なし https://www.town.ogawa.saitama.jp/0000002823.html 2021

225 川島町 農政産業課 049-299-1760 3.相談 創業相談ワンストップ相談窓口
川島町と連携した川島町商工会が「創業相談ワンス
トップ相談窓口」を運営

期間限定なし https://www.town.kawajima.saitama.jp/4958.htm 2021

226 吉見町 産業振興課 0493-54-5027 3.相談 創業個別支援
吉見町と連携した吉見町商工会が創業個別支援を実
施

期間限定なし
https://www.town.yoshimi.saitama.jp/kurashi_tetsuzuki/kor
ona/index.html

2021

227 鳩山町
政策財政課 政策・広報
情報担当

049-296-1212 7.その他
鳩山町コミュニティ・マルシェ　シェア・
オフィス

住所：鳩山町松ヶ丘1-2-4、使用料：ドア付き・約5㎡×
4室：月額15,000円、ドアなし・約4㎡×4室：月額10,000
円

期間限定なし
http://www.town.hatoyama.saitama.jp/i/gyosei/shisetsu/so
nota/1499070145562.html

2021

228 ときがわ町 産業観光課 0493-65-1532 7.その他 ときがわ町起業支援施設 ioffice
ときがわ町から運営を受託したときがわカンパニー合
同会社による有料シェアオフィスの運営

期間限定なし http://tokigawa-company.com/ 2021

229 ときがわ町 産業観光課 0493-65-1532 3.相談 ワンストップ相談窓口
ときがわ町と連携したときがわ町商工会が「ワンストッ
プ相談窓口」を運営

期間限定なし 2021

230 横瀬町 振興課 0494-25-0114 1.補助金 創業資金借入利子補給金
利子補給率：100％　前年の年間支払利子額の全額
上限額20万円　対象期間：利子償還開始月から3年

～毎年１月末日
https://www.town.yokoze.saitama.jp/jigyosha/sogyo-
jigyoshien/1123

2021

231 横瀬町 振興課 0494-25-0114 1.補助金
中小企業経営基盤強化支援補助金
（新規創業支援補助金）

建物維持に要する経費を一部補助※最大3年度間
補助補助額　新築・増改築の場合…年間固定資産税
相当額（上限50万円）　賃借の場合…年間賃料の10
パーセント相当額（上限20万円）

期間限定なし
https://www.town.yokoze.saitama.jp/jigyosha/sogyo-
jigyoshien/1009

2021

232 横瀬町 振興課 0494-25-0114 3.相談 ちちぶ地域創業サポート窓口
創業に関する相談窓口　秩父地域1市4町（秩父市・横
瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町）では、商工会議所・
各商工会との連携

期間限定なし
https://www.town.yokoze.saitama.jp/jigyosha/sogyo-
jigyoshien/1016

2021

233 皆野町 産業観光課 0494-62-1462 1.補助金 空き店舗等活用支援利子補給金

町内の空き家、空き店舗を活用して新規創業した事
業者に対して、借入資金の利子の一部を補給、対象：
日本政策金融公庫の創業支援に対する融資、利子補
給率：1.0%、期間：最初の3年間

期間限定なし 2021

234 皆野町 産業観光課 0494-62-1462 1.補助金 空き店舗等活用補助金

町内の空き家、空き店舗を活用して新規創業する事
業者に対して、建物の購入・改修に係る経費や一定
期間の家賃補助を行う、対象経費：店舗購入費、改修
費、宣伝広告費、賃借料、補助率等：補助率2/3、上
限額：50万円(移住者は100万円)

期間限定なし 2021

235 皆野町 産業観光課 0494-62-1462 3.相談 ちちぶ地域創業サポート窓口
創業に関する相談窓口　秩父地域1市4町（秩父市・横
瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町）では、商工会議所・
各商工会との連携

期間限定なし http://www.town.minano.saitama.jp/section/kankou/1474/ 2021

236 長瀞町 産業観光課
0494-66-3111
（内線234）

3.相談 ちちぶ地域創業サポート窓口
創業に関する相談窓口　秩父地域1市4町（秩父市・横
瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町）では、商工会議所・
各商工会との連携

期間限定なし http://www.town.nagatoro.saitama.jp/nourin/page-23050/ 2021

237 小鹿野町 産業振興課 0494-79-1101 3.相談 ちちぶ地域創業サポート窓口
創業に関する相談窓口　秩父地域1市4町（秩父市・横
瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町）では、商工会議所・
各商工会との連携

期間限定なし
https://www.town.ogano.lg.jp/chichibutiikisougyousientoujig
youkeikaku/

2021
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238 東秩父村 産業観光課 0493-82-1223 3.相談 創業個別支援
東秩父村と連携した東秩父村商工会が創業個別支援
を実施

期間限定なし https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/06/ 2021

239 美里町 農林商工課産業振興係 0495-76-5133 1.補助金
美里町起業支援事業補助金（事業所
開設支援事業）

補助対象経費の1/2を補助、上限額50万円、経費は
町内業者によるものに限る点や申請者（個人又は法
人）が町内に住所を有する点（法人の場合は、本店を
町内に有する点）等要件あり

期間限定なし https://www.town.saitama-misato.lg.jp/0000000036.html 2021

240 美里町 農林商工課産業振興係 0495-76-5133 1.補助金
美里町起業支援事業補助金（事業所
等賃借事業）

補助対象経費の1/2を補助、上限額50万円（1か月あ
たり5万円）、12か月を限度、申請者（個人又は法人）
が町内に住所を有する点（法人の場合は、本店を町
内に有する点）等要件あり

期間限定なし https://www.town.saitama-misato.lg.jp/0000000036.html 2021

241 美里町 農林商工課産業振興係 0495-76-5133 1.補助金
美里町起業支援事業補助金（雇用促
進事業）

補助対象経費の1/2を補助、上限額50万円（1か月あ
たり5万円）、12か月を限度、申請者（個人又は法人）
が町内に住所を有する点（法人の場合は、本店を町
内に有する点）等要件あり

期間限定なし https://www.town.saitama-misato.lg.jp/0000000036.html 2021

242 美里町 農林商工課産業振興係 0495-76-5133 3.相談 ワンストップ相談窓口
美里町と連携した美里町商工会が「ワンストップ相談
窓口」を運営

期間限定なし 2021

243 神川町 経済観光課 0495-77-0703 3.相談 ワンストップ相談窓口
神川町と連携した神川町商工会・公益財団法人本庄
早稲田国際リサーチパークが「ワンストップ相談窓口」
を運営

期間限定なし
http://www.town.kamikawa.saitama.jp/sangyou_jigyousha/n
ourinshokogyou/3849.html

2021

244
神川町
（神川町商工会）

経済観光課
0495-77-0703
（0495-77-3181）

3.相談 創業個別支援
創業希望者からの相談内容に応じて、経営指導員
が、経営、財務、人材育成、販路開拓等について、個
別相談指導を実施

期間限定なし
http://www.town.kamikawa.saitama.jp/sangyou_jigyousha/n
ourinshokogyou/3849.html

2021

245

上里町
（公益財団法人本庄
早稲田国際リサーチ
パーク）

産業振興課
0495-35-1232
(0495-24-7455)

5.創業塾 実践創業塾

上里町、上里町商工会と連携しながら年間1回開催
し、各分野の専門家（中小企業診断士、税理士、金融
機関等）から、創業に必要な「ビジネスプランの作成、
マーケティングの基礎知識、税務会計、資金調達方法
等」を学ぶ実践創業塾を実施

9/4, 11, 18, 10/2 http://www.town.kamisato.saitama.jp/3226.htm 2021

246 上里町 産業振興課 0495-35-1232 1.補助金
起業者支援事業補助金（店舗等使用
料補助）

補助対象経費の1/3を補助、上限額1か月あたり5万
円、12か月を限度、町内で飲食・小売業の事業所を設
置し業務を行う者等要件あり

期間限定なし http://www.town.kamisato.saitama.jp/3226.htm 2021

247 上里町 産業振興課 0495-35-1232 1.補助金
起業者支援事業補助金（店舗等改装
費用補助）

補助対象経費の1/3を補助、上限額30万円、町内で
飲食・小売業の事業所を設置し業務を行う者等要件
あり

期間限定なし http://www.town.kamisato.saitama.jp/3226.htm 2021

248 上里町 産業振興課 0495-35-1232 3.相談 ワンストップ相談窓口
上里町と連携した上里町商工会、公益財団法人本庄
早稲田国際リサーチパーク「上里町創業サポート窓
口」を設置し、創業者に対する支援を実施

期間限定なし http://www.town.kamisato.saitama.jp/3226.htm 2021

249
上里町
（上里町商工会）

産業振興課
0495-35-1232
(0495-33-0520)

3.相談 個別相談指導
上里町商工会において、創業希望者から相談があっ
た場合、経営、財務等の個別相談を実施

期間限定なし http://www.town.kamisato.saitama.jp/3226.htm 2021

250

上里町
（公益財団法人本庄
早稲田国際リサーチ
パーク）

産業振興課
0495-35-1232
(0495-24-7455)

7.その他 インキュベーション支援

シェアオフィス「本庄早稲田ビジネスプラットフォーム」
の利用者や「実践創業塾」受講後に継続して創業に
関する専門的な相談を求める希望者、または「実践創
業塾」に参加ができず個別に専門的な相談を求める
創業希望者に対して、当財団のマネージャー等による
創業支援を実施

期間限定なし http://www.town.kamisato.saitama.jp/3226.htm 2021

251
上里町
（上里町商工会）

産業振興課
0495-35-1232
(0495-33-0520)

6.セミナー 創業体験セミナー
創業に対する興味や理解を深めるためのワークショッ
プやセミナーを実施

6/29,7/29,8/5,8/
31,9/21,10/12,11
/28

http://www.town.kamisato.saitama.jp/3226.htm 2021

252 寄居町 商工観光課
048-581-2121
（内線452）

5.創業塾 創業支援セミナー 地元金融機関と連携し、セミナーを実施 2021

253 寄居町 商工観光課
048-581-2121
（内線452）

1.補助金 寄居町空き店舗等活用補助金制度
店舗改装費：補助率2分の1以内（業種により上限200
万円～50万円）、宣伝広告費：補助率2分の1以内　商
工会加入や対象業種、対象地域等要件あり

期間限定なし
https://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/13/akitenpo30.ht
ml

2021

254 寄居町 商工観光課
048-581-2121
（内線452）

3.相談 創業相談窓口
寄居町と連携した寄居町商工会が「創業相談窓口」を
運営

期間限定なし https://www.town.yorii.saitama.jp/life/3/27/ 2021

255 寄居町 商工観光課
048-581-2121
（内線452）

7.その他 空き店舗相談窓口 寄居町地域おこし協力隊が個別相談に対応 期間限定なし 2021

256
宮代町
（宮代町商工会）

産業観光課
0480-34-1111
（内線265）
（0480-35-1661）

5.創業塾
創業塾（久喜市、蓮田市、幸手市、白
岡市、宮代町、杉戸町の6商工会共
催）

全5回、受講料無料 8/18～9/29 2021

13/15

https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/06/
http://www.town.saitama-misato.lg.jp/life/industry/kigyou.html
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257 宮代町 産業観光課
0480-34-1111
（内線265）
（0480-35-1661）

5.創業塾
起業創業支援事業（宮代町・杉戸町
共催事業）

女性対象の月3万円ビジネス講座（全6回）予定 未定 2021

258 宮代町 産業観光課
0480-34-1111
（内線265）

1.補助金 商工業活性化事業補助金
空き店舗活用事業や創業促進事業などメニュー化し
た補助金制度

～予算枠終了 http://www.town.miyashiro.lg.jp/0000014027.html 2021

259 宮代町 産業観光課
0480-34-1111
（内線265）

3.相談 創業ワンストップ相談窓口
宮代町と連携した宮代町商工会が「ワンストップ相談
窓口」を運営

期間限定なし 2021

260 杉戸町 商工観光課
0480-33-1111
（0480-32-3719）

5.創業塾
創業塾（久喜市、蓮田市、幸手市、白
岡市、宮代町、杉戸町の6商工会共
催）

オンライン方式、全5回、受講料無料 未定
http://www.syokoukai.or.jp/syokokai/sugito/010/20190603
101558.html

2021

261 杉戸町 商工観光課 0480-33-1111 5.創業塾
起業創業支援（宮代町・杉戸町共催
事業）

全6回、女性対象の月3万円ビジネス講座予定 未定 2021 女性向け施策

262 杉戸町 商工観光課 0480-33-1111 3.相談 創業相談窓口
杉戸町と連携した杉戸町商工会、創業ベンチャー支
援センター埼玉が「創業相談窓口」を運営

期間限定なし http://www.town.sugito.lg.jp/cms/index2945.html 2021

263 松伏町 環境経済課 048-991-1854 1.補助金 創業資金融資利子補給金

利子補給率：100％、上限額：借入額について1,000万
円、借入利率について1%までの年間支払利子額の全
額、対象期間：利子償還開始月から3年、事業開始後
7年以内の期間等要件あり

期間限定なし
http://www.town.matsubushi.lg.jp/www/contents/15058747
74726/index.html

2021

264 松伏町 環境経済課 048-991-1854 3.相談 創業者個別相談
松伏町と連携した松伏町商工会が「ワンストップ相談
窓口」を運営

期間限定なし
http://www.town.matsubushi.lg.jp/www/contents/14975701
33141/index.html

2021

265
埼玉県産業労働部産
業支援課

創業支援担当 048-830-3908 4.表彰 SAITAMA Smile Women ピッチ

女性起業家の成長を支援し、埼玉県から国内外で活
躍するロールモデルともいうべき女性起業家を輩出す
ることを目的とした、ビジネスプランコンテスト、最優秀
賞海外先進地視察・研修費等支援

未定 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/sswp.html 2021 女性向け施策

266

埼玉県産業労働部産
業支援課
（公益財団法人埼玉
県産業振興公社）

創業支援担当
（創業支援グループ）

048-830-3908
（048-711-2222）

1.補助金 埼玉県起業支援金補助事業
補助対象経費の1/2を補助、上限額200万円、対象経
費や事業実施地域が県内9市町村限定、交付決定者
の県内居住等要件あり

1次公募
～2021/5/28
2次公募
未定

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/library-
info/2020sogyo.html

2021

267

埼玉県産業労働部産
業支援課
（公益財団法人埼玉
県産業振興公社）

創業支援担当
（創業支援グループ）

048-830-3908
（048-711-2222）

1.補助金
社会課題の解決につながる創業支援
プログラム

補助対象経費の1/2を補助、上限額100万円、
2021/7/24～9/18に開催するアクセラレーションプロ
グラムでのビジネスプランブラッシュアップやビジネス
プラン発表による審査等要件あり

募集
～2021/6/30

https://www.saitama-
j.or.jp/sogyo/seminarevent/event_event/entry-940.html

2021 【R3新規】

268
埼玉県産業労働部金
融課

企画・制度融資担当 048-830-3801 2.融資
埼玉県中小企業制度融資・起業家育
成資金（新事業創出貸付）

限度額：運転・設備資金1,500万円、返済：運転資金7
年以内（据置期間1年以内）・設備資金10年以内（据
置期間1年以内）、利率年0.7～0.9%以内、保証料年
0.80%以内、担保不要

期間限定なし
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/07j-
leaflet.html

2021

269
埼玉県産業労働部金
融課

企画・制度融資担当 048-830-3801 2.融資
埼玉県中小企業制度融資・起業家育
成資金（独立開業貸付）

限度額：運転資金1,500万円・設備資金3,000万円、返
済：運転資金7年以内（据置期間1年以内）・設備資金
10年以内（据置期間1年以内）、利率年0.8～1.0%以
内、保証料年0.45～1.59%以内、担保協議

期間限定なし
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/07j-
leaflet.html

2021

270
埼玉県産業労働部金
融課

企画・制度融資担当 048-830-3801 2.融資
埼玉県中小企業制度融資・女性・若
者経営者支援資金（女性・若者起業
家支援貸付）

限度額：運転・設備資金2,000万円、返済：運転資金7
年以内（据置期間1年以内）・設備資金10年以内（据
置期間1年以内）、利率年0.7～0.9%以内、保証料年
0.90%以内、担保不要

期間限定なし
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/07j-
leaflet.html

2021
女性・若者向け
施策

271
公益社団法人 埼玉
県宅地建物取引業協
会

048-811-1820 7.その他
商店街魅力物件情報サイト「あきん
どっとこむ」

県内市町村ごとの商店街 ・商店街に関して、取組み
出店 してほしい業種や物件情報が検索可能

期間限定なし
http://www.hatomarksite-
zentaku.com/saitama/shotengai_city/

2021

272
公益財団法人埼玉県
産業振興公社

創業支援グループ 048-711-2222 7.その他 女性起業支援ルーム・COCOオフィス

住所：さいたま市中央区上落合2-3-2（北与野駅北口
より徒歩2分）、インキュベーション機能を有して女性
の創業を支援する会員制コワーキングスペース、使
用料月額5,230円

期間限定なし
https://www.saitama-j.or.jp/sogyo/woman/coco-
office.html

2021 女性向け施策

273
公益財団法人埼玉県
産業振興公社

創業支援グループ 048-711-2222 5.創業塾 女性創業スタートアップ塾2021 全5回、受講料5,000円 2021/7/1～8/25
https://www.saitama-
j.or.jp/sogyo/seminarevent/event_women/

2021 女性向け施策

274
北本市
（公益財団法人埼玉
県産業振興公社）

市民経済部産業観光課
（創業支援グループ）

048-594-5530
（048-711-2222）

5.創業塾 創業スタートアップ塾 全5回、受講料5,000円
2021/9/25～
11/13

https://www.saitama-j.or.jp/sogyo/seminarevent/ 2021

14/15
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275
公益財団法人埼玉県
産業振興公社

創業支援グループ 048-711-2222 6.セミナー
女性のためのプチ起業はじめ方セミ
ナーin県立熊谷図書館

「プチ起業」に関する疑問を解消し、「一歩を踏み出す
前に」考えるヒントを提供すると共に、どのようにして
自分らしい「プチ起業」を実現していくかを解説するセ
ミナー

未定
https://www.saitama-
j.or.jp/sogyo/seminarevent/event_women/

2021 女性向け施策

276
公益財団法人埼玉県
産業振興公社

創業支援グループ 048-711-2222 6.セミナー
女性起業支援ルーム・COCOオフィス
オープンセミナー

通常は「COCOオフィス」の利用者向けに月1回程度開
催されている利用者限定のセミナーを特別に利用者
の方以外にもご参加頂ける『オープンセミナー』として
開催

2021/8/5
https://www.saitama-
j.or.jp/sogyo/seminarevent/event_women/

2021 女性向け施策

277
公益財団法人埼玉県
産業振興公社

創業支援グループ 048-711-2222 6.セミナー
副業から始める起業セミナー(さいたま
市立中央図書館)

副業から始める起業に関するメリットやデメリット、お
金やトラブル回避の基礎知識を習得するセミナー

未定 https://www.saitama-j.or.jp/sogyo/seminarevent/ 2021

278
公益財団法人埼玉県
産業振興公社

創業支援グループ 048-711-2222 3.相談
女性創業相談会in埼玉県立熊谷図書
館

埼玉県立熊谷図書館と創業・ベンチャー支援センター
埼玉が連携して「女性向け女性創業相談会」を運営

毎月第1木曜日
開催

http://www.saitama-j.or.jp/sogyo/woman/soudankai.html 2021 女性向け施策

279
公益財団法人埼玉県
産業振興公社

創業支援グループ 048-711-2222 3.相談 女性創業相談会inウェスタ川越
ウェスタ川越と創業・ベンチャー支援センター埼玉が
連携して「女性向け女性創業相談会」を運営

毎月第2木曜日
開催

http://www.saitama-j.or.jp/sogyo/woman/soudankai.html 2021 女性向け施策

280
公益財団法人埼玉県
産業振興公社

創業支援グループ 048-711-2222 3.相談
女性創業相談会inふれあいキューブ
春日部

ふれあいキューブ春日部と創業・ベンチャー支援セン
ター埼玉が連携して「女性向け女性創業相談会」を運
営

毎月第3木曜日
開催

http://www.saitama-j.or.jp/sogyo/woman/soudankai.html 2021 女性向け施策

281
公益財団法人埼玉県
産業振興公社

創業支援グループ 048-711-2222 3.相談
女性創業相談会inさいたま市立中央
図書館

さいたま市立中央図書館と創業・ベンチャー支援セン
ター埼玉が連携して「女性向け女性創業相談会」を運
営

毎月第3金曜日
開催

http://www.saitama-j.or.jp/sogyo/woman/soudankai.html 2021 女性向け施策

282
公益財団法人埼玉県
産業振興公社

創業支援グループ 048-711-2222 3.相談
セカンドキャリア（シニア）創業相談会
inさいたま

創業・ベンチャー支援センター埼玉が「セカンドキャリ
ア（シニア）創業相談会」を運営

毎週水曜日開催 https://www.saitama-j.or.jp/sogyo/senior/ 2021
シニア向け施
策

283
公益財団法人埼玉県
産業振興公社

創業支援グループ 048-711-2222 4.表彰 彩の国ベンチャーマーケット
独創的な技術・製品・サービス等によって新たな事業
展開を目指すベンチャー企業の販路開拓や資金調達
などを支援

未定
https://www.saitama-
j.or.jp/sogyo/seminarevent/event_event/entry-919.html

2021

284

産業交流展2021運営
事務局
（東京都、東京商工
会議所他）

7.その他 産業交流展2021

首都圏（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県）に事業所
を有する個性あふれる中小企業などの優れた技術や
製品を一堂に展示し、販路拡大、企業間連携の実
現、情報収集・交換などのビジネスチャンスを提供す
ることを目的として開催、出展料・小規模事業者：未定

出展者募集
未定
開催期間
2021/11/24～
11/26

https://www.sangyo-koryuten.tokyo/ 2021
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