多可町商工会通信

みみより Information
ものづくり補助金、持続化補助金、IT 導入
補助金の 2 次公募が始まっています！
ものづくり補助金
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投
資を支援。
補助上限

1,000 万円

補助率

中小企業 1/2、小規模事業者 2/3

【第 2 次締切】：令和２年５月 20 日㈬17 時

経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取組を支援。
50 万円

補助率

2/3

【第 2 次締切】：令和２年６月５日㈮消印有効
IT 導入補助金
生産性の向上に資する IT ツール導入を支援。
補助額

A 類型
上限額：150 万円未満
下限額：30 万円以上

補助率

発行：多可町商工会
新型コロナウイルスで売上が減少している事業者へ

兵庫県の中小企業融資制度をご紹介！
兵庫県では、新型コロナウイルスの影響を受けている県内の
中小企業者等で、最近１ヶ月間の売上高等が前年同期に比
べて減少している事業所に対して以下の融資をしております。
【5％以上の売上減少】
・ 新型コロナウイルス対策貸付（経営円滑化貸付）
利率

年 0.７0％(固定)

限度額

2.8 億円

期間

10 年（据置２年）以内

・ 経営活性化資金（新型コロナウイルス対策）

持続化補助金
補助上限
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B 類型
上限額：450 万円以下
下限額：150 万円以上

1/2 以内

【第 2 次締切】令和 2 年 6 月頃
※各補助金は補助率・補助上限の特別枠が予定されています。

利率

金融機関所定利率

期間

10 年（据置１年）以内

限度額

5,000 万円

その他

取扱金融機関と１年以上の与信取引等が必要

・ 借換等貸付（新型コロナウイルス対策）
利率

年 0.７0％(固定)

期間

10 年（据置１年）以内

限度額

2.8 億円

その他

県融資制度の借換により返済負担の軽減が可能

【15％以上の売上減少】
・ 新型コロナウイルス危機対応貸付（経営円滑化貸付）
利率

年 0.７0％(固定)

限度額

2.8 億円

その他

期間

10 年（据置２年）以内

危機関連保証と連動
（一般保証やセーフティネット保証の別枠が利用可能）

※各補助金は第 2 次公募締切以降も公募予定

（問合せ：金融機関または兵庫県産業労働部地域金融室）

※申請には、ＧビズＩＤプライムアカウントの取得が必要となりま

「多可おいしい」でコロナに打ち勝つ!

すので未取得の方は利用登録を行ってください。採択審査で
は、新型コロナウイルスの影響を受けながらも設備投資や販路
開拓に取組む事業者に加点があります。(担当：経営指導員)

事業承継に関する取り組みに補助
事業継続支援事業補助金 公募中！
この制度は、平成 31 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31
日までに事業承継を行った、または行う予定の事業者が対象と

飲食店による「テイクアウトキャンペーン」実施中

商工会は
町内での
お買物を
推奨して
います。

来客数の減少や予約キャンセルなどが相次いでいる飲食店の
支援策として検討していた「テイクアウト」について、同様の支援を
求めていた飲食店との意見が合致。即座に『テイクアウトキャンペ
ーン』と銘打ち、町内飲食店に呼び掛けて実施。現在 12 店舗
が参画され、特設ホームページでお持ち帰りできる商品を紹介し
ています。
緊急事態宣言の発令により不要不急の外出の自粛が叫ば

なる補助制度です。（最長 3 年間補助対象）

れ、日に日に深刻さを増していますが、そんな時こそ町内飲食店

対象経費

広報費、建物改修費、設備導入費

の『おいしい』を持ち帰って楽しい時間を過ごしてみてください。

店舗賃借料（第三者承継のみ）

http://peraichi.com/landing_pages/view/takafood

補助金額

補助対象経費の 1/2
【限度額】 親族内…1 年目 300 万円
第三者…1 年目 400 万円
（2 年目以降はいずれも 100 万円）

提出〆切

4 月 30 日（木）当日消印有効

※商工会の指導による計画書の作成が必要ですので、お早め
にご相談ください。

（担当：経営指導員）

多可町テイクアウトキャンペーン

※「#多可おいしい」の拡散発信のご協力をお願いします
※飲食店の参画は随時募集しています。この機会にテイクアウト
サービスを始めたい方も、ぜひご相談ください。
※飲食業界以外の対応策も日夜考えています。アイデア等あり
ましたらお寄せください。

（担当：本庄・吉田）

多可町商工会通信

みみより Information
雇用調整助成金についても相談可能！
社会保険労務士による無料相談会
昨年度も開催しました「働き方改革個別相談会」ですが、今
年度も第 4 木曜日に開催します。社会保険労務士を招き、新
型コロナウイルスに関する雇用調整助成金やキャリアアップ助成
金、働き方改革やその他の労務に関することについて無料で相
談できますので、ご希望の事業所は商工会にご連絡のうえ、予
約してください。
【開催日程】
・ 4 月 23 日（木）（※4 月の予約は、すべて埋まりました。
相談を希望される場合、5 月の相談日をご予約ください。）
・ 5 月 28 日（木）13：00～17：00
・ 6 月 25 日（木）13：00～17：00
・ 7 月 30 日（木）13：00～17：00
・ 8 月 27 日（木）13：00～17：00
【開催場所】中コミュニティプラザ 1 階第 1 会議室
【お申込み】商工会にご連絡ください。
＜雇用調整助成金とは…＞
労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行
い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の
一部が助成されます。詳しくは…
（担当：宮内・松本）
雇用調整助成金

販路拡大や新たな商談のチャンス！！
西日本最大級の展示会出展にブース料を補助
本年度も西日本最大級の産業総合展示会「国際フロンティ
ア産業メッセ 2020」が開催されます。
この展示会では、先端技術の紹介や製品展示を中心に、講
演・セミナーや交流会など多彩なプログラムが展開され、昨年は
522 社・団体が出展。来場者は約 3 万人、出展企業 1 社あ
たり 67 件の相談および商談があったと報告されています。
出展に際し、県商工会連合会を通じてお申込みの事業所に
限り、出展料の補助を受けることができます。販路拡大等を検
討されている皆様には、またとない絶好の機会ですので、積極
的にご活用ください。
【日程】 令和 2 年 9 月 3 日㈭ ・4 日㈮
両日とも 10:00～17:00
【会場】 神戸国際展示場(神戸ポートアイランド)
【補助】 ブース出展料の一部（補助の詳細は未定ですが、昨
年は 3 ㎡のブース 1 コマ分の出展料補助）
【申込】 商工会でとりまとめて申込しますので、まずはお問合せ
ください。受付は 5 月 1 日㈮までといたします。
※展示会事務局へ直接お申込された場合は補助対象
外となりますので、ご注意ください。（担当：松本）
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発行：多可町商工会

地域で助け合って育児を応援！
ファミリー・サポート・センターたかの会員募集！
地域で育児を「援助してほしい人」と「援助ができる人」の橋
渡しをし、子育てを助け合う会員制の有償ボランティア組織であ
る「ファミリー・サポート・センターたか」では、子供の預かりや送迎
を行ってくださる「まかせて会員」を募集しています。
「子どもが好き」「空いた時間をボランティアに使いたい」「子育
てを応援したい」という方は、保育経験や資格の有無は問いま
せんので、「ファミリー・サポート・センターたか」までご連絡ください。
もちろんサービスをご利用されることも可能です。
【サービス内容】
・一時的にお子さんを「お預かりする」こと
・お子さんを園や学校、習い事等に「送迎する」こと
（問合せ：ファミリー・サポート・センターたか ℡：32-5135）

人事異動のお知らせ
4 月 1 日付で多可町商工会にお世話になります松田健一
と申します。商工会勤務は、播磨町で５年間、稲美町で１
５年間、お世話になりました。初めての北播磨地域の勤務で
はございますが、余暇村公園、妙見富士 CC 及び、滝野 CC
と私にとっては非常に馴染みの深い多可町です。一日も早く会
員の皆様のお役に立つことができますように全身全霊で努めて
参る所存ですのでよろしくお願いいたします。巡回などで顔を見
かけましたら、是非お声をおかけください。
（業務推進課長：松田健一）
4 月 1 日付で加東市商工会から異動してきた西尾良子と
申します。ラベンダーパーク多可やエアレーベン八千代やエーデ
ルささゆりへは家族とたびたび訪れていたので不思議な縁を感
じます。美しい桜の大木がたくさんあり、通勤の際に鑑賞させて
いただいています。会員の皆様のお力になれるよう努力してまい
りますのでよろしくお願いします。
(業務推進課主幹：西尾良子)
新型コロナウイルスに関する最新の施策は
経済産業省等の HP をご覧ください。
https://www.meti.go.jp/index.html
各種お問合せ
〒679-1134 多可郡多可町中区茂利 20
TEL：0795-32-2161 FAX：0795-32-1699
E-mail：shokokai@taka-cho.jp
【事 務 局 長 】 後藤
【経営支援課】 本庄・宮内・横畑・松本・杉本
【業務推進課】 松田・金高・西尾・石塚・吉田

