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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
＜コロナ特別対応型＞」をJグランツで申請を行なう方法を説明した資料です。

「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。こまめに保存するようにしてください
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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。

Windows7で利用していた

※保存ボタンが表示されません



通知
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各種通知
・計画変更
・実績報告
・精算払請求

各種手続申請
・計画変更
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・精算払請求

郵送
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手続きの流れ（概要）
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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３の発行依頼

各種様式への入力

Ｊグランツ（電子申請）による手続きの流れ
（１/２）

様式２、４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： 経営計画書 ； コロナ特別対応型 日本商工会議所提出用
ダウンロード時ファイル名：r2cy2.docx

様式４： 小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞ 交付申請書
ダウンロード時ファイル名：r2cy4.docx

公募要領をホームページで確認する。
小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型の公募要領申請者向けダウンロード

URL： https://r2.jizokukahojokin.info/corona/index.php/sinsei/

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３の発行依頼は任意ですが、発行を依頼する場合は、上記の様式を
商工会議所に提出します。（様式３の発行には一定の日数がかかります）。

概算払い「即時支給制度」の利用は電子申請「Ｊグランツ」では
行えません。

事業再開枠を希望する事業者は様式７、８についてもダウンロード
様式７： 事業再開枠取組計画

ダウンロード時ファイル名：r2cy7-1.docx
様式８： 誓約書

ダウンロード時ファイル名：r2cy8.docx

https://r2.jizokukahojokin.info/corona/index.php/sinsei/


様式２、４その他必要な書類を添付する。（※応募時の
提出資料：69～73ページ参照）

電子申請の場合は、様式1 の添付 は不要です。

様式4 、様式８の押印 は不要で構いません。
様式３の添付は任意です。

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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様式３を添付する場合は、商工会議所で発行された様式３をスキャナー
などで電子（PDFに変換）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３をPDF化する

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
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補助金一覧をクリックして表示してください。

【日本商工会議所】
令和２年度補正予算 小規模事業者持続化補助金
＜コロナ特別対応型＞を選択してください。

※ページ最下部に、次ページへ遷移するボタンがあります

Jグランツ入力要領

SAMPLE

「日本商工会議所 コロナ」 と検索ワードを入力して
ください。

募集前・募集中を選択してください。

検索 をクリックしてください。
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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

補足：Jグランツ補助金選択～申請
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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）コロナ特別対応型・日本商工会議所提出用
経営計画書の 「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。こまめに保存するようにしてください。

・入力した内容が消えてしまわないようにするテクニック
Case1:入力する値、添付ファイルを準備しておき一気に入力し保存する
Case2:仮の値、添付ファイルを最後まで入力、一旦保存後、こまめに編集する

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


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）コロナ対応型・日本商工会議所提出用 経営計画書
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2参照」と記載してください。

交付申請

様式２参照



（様式２）コロナ特別対応型・日本商工会議所提出用
経営計画書の項目 「常時使用する従業員数」を入力して

ください。

（様式２）コロナ特別対応型・日本商工会議所提出用の項目
「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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該当する業種を選択してください。
※（様式２）コロナ特別対応型・日本商工会議所提出用
経営計画書の項目「主たる業種」と矛盾しないようにして
ください。
選択肢がよくわからない場合は、「分類不能の産業」を
選択してください。（様式2から事務局が判断します）

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



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）コロナ特別対応型・日本商工会議所提出用 経理計画
書の「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２参照」と記載してください。

様式２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２参照

該当する業種を選択してください。
※ （様式２）コロナ特別対応型・日本商工会議所提出用
経営計画書の項目「主たる業種」と矛盾しないようにして

ください。
選択肢がよくわからない場合は、「分類不能の産業」を
選択してください。（様式2から事務局が判断します）



交付申請
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様式２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２参照」と記載してください。

「様式２参照」と記載してください。

「様式４参照」と記載してください。
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様式２参照

様式２参照

様式４参照



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４」（Word形式）を添付してください。
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★ファイル名を 様式4.docx として添付してください。

「様式２」を添付（Word形式）してください。
★ファイル名を 様式2.docx として添付してください。

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）

または開業届（決算期を一度も迎えていない場合のみ）
を、添付してください。 ※公募要領70～71ページ参照



交付申請

公募要領（応募時の提出資料：69～73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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事業再開枠、特例事業者の上限引き上げを希望する
事業者は、必ず次の様式７-１、８を添付してください。

様式７-１：事業再開枠取組計画
★ファイル名を 様式7.docx として添付してください。

様式８ ：誓約書（事業再開枠、特例事業者の上限引き上げ）
★ファイル名を 様式8.docx として添付してください。

小規模事業者持続化補助金交付申請書（様式４）
の完了予定日を入力してください。

（例：第３回受付締切分の場合、
終了日は最長で2021年5月31日まで）

コロナ型の費用は2月18日、事業再開枠の費用は5月14日まで
遡及可能です。遡及適用を希望する場合は、指定日から開始を
選択し、2020/02/18と入力ください。

「様式３」の添付は任意ですが、取得した場合は添付（PDF形式）してください。

★ファイル名を 様式3.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3をPDF化したファイル）



交付申請
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経費内訳はWord形式で 様式２に包含されているため、
本枠への添付は不要である。ところが、jGrantsのルール上
必須入力となっており、ここではダミーファイル（Excel形式）
を添付してください。

※空ダミー.xlsx: 何も入力されていないbookのみのExcel 

（様式２）支出経費の明細等の「（１）補助対象経費合計」と
（様式７-１）経費明細表の「（１）補助対象経費合計」を

合計した金額を入力してください。
※２種類の合計金額の合計です。

※A類型を選択した場合の例
（様式２）支出経費の明細等の「（１）補助対象経費合計」;¥600,000
（様式７-１）経費明細表の「（１）補助対象経費合計」 ¥200,000

の場合は、800000 と入力

（様式２）支出経費の明細等の「（２）補助金交付申請額」と
（様式７-１）経費明細表の「（２）補助金交付申請額」を

合計した金額を入力してください。
※２種類の金額の合計です。

（様式２）支出経費の明細等の「（２）補助金交付申請額」 ;¥400,000
（様式７-１）経費明細表の「（２）補助金交付申請額」 ¥200,000

の場合は、600000 と入力



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。



申請処理後、申請済み になっているかを確認をします。
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マイページを選択します。

申請済み になっているかの確認をします。

申請中 になっているかの確認をします。

・申請済み を確認する方法（申請直後）

・申請済み をマイページから確認する方法

事業名を選択します。

(事業名)を 申請しました が表示されます

交付申請
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下書き中状態から申請、編集する場合は、マイページ、
（ご自分の）事業名をクリックしてください。

申請する場合は、表示 を選択し、次画面で
申請する をクリックします。

下書き中 になっているかの確認をします。

下書き状態から、申請 または、編集を行なう場合

申請内容を編集する場合は、編集 を選択し、
次画面以降で操作します。

交付申請



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。
変更することはできません。

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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変更されたとしても、
登録されたメールアドレスが表示されます。



チャットボット
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自由文を入力することにより、最も近いQAを得ることがで
きます。階層的に選択していくことも可能です。
※事務局員とチャットできる機能ではありません。

この欄に質問を入力してください。

このあたりをクリックすると終了できます。



チャットボット
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「はい」 をクリックして終了します。

事前に登録されたQAリストをもとにJグランツが回答します。
QAは随時見直しを図っていきます。

質問を入力します。

チャットボットを閉じることができます。

表示された項目を選択します。

SAMPLE


