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持続化補助金（一般型・コロナ特別対応型）

次回の締め切りは 10 月 2 日㈮

今年度は新型コロナ特別型が新設され、補助率や補助額
が引き上げられています。販路開拓や新たなビジネスモデルへの
転換の取組みを計画している事業者の皆様は、商工会職員ま
でご相談ください。
持続化補助金
一般型

補助上限
50 万円

コロナ特別対応型

100 万円

補助率
2/3
2/3（類型Ａ）※
3/4（類型Ｂ・類型Ｃ）※

※類型Ａ（サプライチェーンの毀損への対応）
部品調達困難による部品内製化や出荷先営業停止に伴う
新規顧客開拓等
※類型Ｂ（非対面型ビジネスモデルへの転換）
店舗販売からインターネット販売へのシフトや自動精算機、
キャッシュレス決済端末の導入等
※類型Ｃ（テレワーク環境の整備）
WEB 会議システムや PC 等を含むシンクライアントシステムの
導入等
【事業再開枠】
一般型・コロナ特別対応型に感染防止対策の取組みにかか
る経費（上限 50 万円）がプラスして補助されます。
【対象事業者（一般型・コロナ特別対応型共通）】
小規模事業者
※従業員が 20 名以下(商業・サービス業は 5 名以下)
【締め切り日（一般型・コロナ特別対応型共通）】
令和 2 年 10 月 2 日㈮
（担当：全職員）
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多可町中小事業者事業継続支援金
申請は令和 2 年 9 月 30 日㈬まで
すでに前号や「広報たか」でもお伝えしていますが、商工会で

町の支援金申請の受付を行っています。対象事業者はお早め
に申請ください。
【対

象】 国の持続化給付金の対象外且つ、新型コロナウ
イルス感染症の影響により、前年同月比で事業
収入が 20％以上 50％未満減少した事業者

【対象期間】 令和 2 年 4 月～6 月
【給 付 額】 小規模事業者（10 万円）
中小事業者（20 万円）
【申請期間】 令和 2 年 9 月 30 日㈬まで
【申請窓口】 商工会（℡：32-2161）
【申請方法】 郵送にて申請ください。
【必要書類】 商工会ホームページをご確認ください。
（担当：松田）

旬の話題を毎月お届けします
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障害者を雇用する事業者に特例給付金が支給！
（週 10～20 時間未満で働く障害者を雇用する事業者）
短い時間であれば働くことができる障害者を雇用する事業所
に対する支援として「特例給付金」が新たに支給されます。
【支給対象となる障害者（次のいずれも満たす者）】
①障害者手帳等を保持する障害者
②１年を超えて雇用される障害者（見込みを含む）
③週所定労働時間が 10 時間以上 20 時間未満の障害者
【支給額】
対象期間に雇用していた対象障害者の人月（実人月数）
× 支給単価
※週所定労働時間 20 時間以上の障害者の人月数が上限
※支給単価 100 人超事業主の場合 ：7,000 円
100 人以下事業主の場合：5,000 円
【申請対象期間（対象障害者を雇用した期間）】
毎年度 1 年間（4 月～翌 3 月）
【申請期間（令和 3 年 4 月より申請受付開始）】
100 人超事業主 ：翌 4 月 1 日～5 月 15 日
100 人以下事業主：翌 4 月 1 日～7 月 31 日
【お申込み・お問合せ】
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

多可町が窓口で配る「広告入り窓口封筒」
スポンサー募集中！（１枠 25,000 円）
多可町役場の各受付窓口で使用する「広告入り窓口封
筒」について、商工会が取りまとめを行いますので、住民に自社
の商品やサービスを広く PR しようとお考えの事業所は、商工会
にご連絡ください。
【封筒の規格と数量】
角型 2 号(322 ㎜×240 ㎜) ⇒ 2,000 枚
角型 6 号(229 ㎜×162 ㎜) ⇒ 14,000 枚
【広告費用】
１枠 25,000 円／1 年（例年の半分のサイズです）
※広告の取り決めについては町のＨＰで「多可町有料広告掲
載取扱基準」をご確認ください。
※広告デザインは印刷業者との打合せで作成できます。
※封筒は両面 2 色印刷です。
【スポンサー】
スポンサーは最大 8 社（先着・2 枠申し込みも可）
【申込期間】
令和２年 8 月 31 日㈪まで
【お申込み・お問合せ】
商工会（℡：32-2161）
（担当：後藤）
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兵庫県中小企業事業再開支援事業
従業員の新型コロナ感染防止にかかる経費を補助！
すでにご案内しております県の中小企業事業再開支援事
業について、申請される事業所は県にご確認のうえ、お早めに
お手続きください。
【補助対象となる経費】
令和 2 年 4 月 7 日から 9 月 30 日の間に発注（契約）、
納品、支払した経費が対象。
内容
資材費
設備・備
品購入費

改装・修
繕工事費
委託費・
外注費
リース料
印刷費

補助対象経費の例（抜粋）
マスク・消毒液・除菌ウエットティッシュ等
サーモグラフィー・非接触型体温計・感染防止のアク
リル板・透明ビニールシート・パーティション、空気清
浄機（空気清浄機能付きの掃除機や加湿器）・
エアコン（換気や空気清浄・除菌機能付き）・扇
風機・サーキュレーター・テレワーク導入のために必要
な費用（パソコン・タブレット・WEB カメラ・モニター・
マイク・ヘッドフォン・スピーカー・Wi-Fi ルーター・インタ
ーネットや電話回線導入費や初期費用）等
事業所の換気設備の導入工事（換気、空気清
浄機能付きエアコンを含む）、窓の増設など換気
対策工事、その他感染防止対策に必要な経費等
事業所の消毒作業委託費用・感染拡大防止を呼
びかける内容が記載された HP のデザイン外注費等
空気清浄機、換気設備のリース料等
感染防止対策済みを告知するチラシ、ポスターの印
刷費（自作のための資材購入費用も対象）等

【申請書の受付期間】 令和 2 年 9 月 30 日㈬まで先着順

家賃支援給付金の申請サポート会場が開設！

電子申請が困難な方を会場でサポート！
家賃支援給付金の申請はインターネットを利用した電子申
請ですが、申請サポート会場において、補助員が電子申請を
【補助金額】
行うことが困難な方のサポートを行っています。なお、申請サポー
区分
中小法人
個人事業主
ト会場の利用には事前予約が必要です。
県内に 1 事業所の場合
20 万円
10 万円
【会場】 西脇商工会議所 7 階(西脇市西脇 990 番地)
県内に 2 事業所以上の場合
40 万円
20 万円
【電話予約（web からの予約も可能）】
※補助金額（税抜き）以上の支出が必要
℡：0120-150-413 ※９時～18 時（土日祝含む）
【受付期間】 令和 2 年 9 月 30 日㈬まで（先着順）
Web 予約：https://yachin-shien.go.jp/index.html
【申請サポート会場にご持参いただく書類】 申請補助シート
（担当：経営指導員）
（HP からダウンロードが必要）と電子申請と同様の書類

今月の働き方改革の相談窓口は 8 月 27 日㈭

社会保険労務士に無料相談が可能です！

旬の話題を毎月お届けします
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「五つ星ひょうご」選定商品募集！
兵庫の産品として全国に PR できます！
兵庫県の豊かな自然や歴史・文化を活かした産品の中から、
ひょうごの良さをアピールする「地域らしさ」と、これまでにない「新
しさ」を兼ね備えた商品を「五つ星ひょうご」として選定します。
【選定対象（食品・非食品の単品商品およびセット商品）】
・食品部門：加工食品および食生活に関する商品
・非食品部門：一般消費者を対象とした製品で、その製品だ
けで使用可能な商品
【申込締切】 令和 2 年 9 月 30 日㈬
※事前に商工会までご連絡ください。 （担当：経営指導員）

多可町地域振興プレミアム付商品券（告知）
30％のプレミアムが付く「多可町地域振興プレミアム付商品
券」は９月下旬頃の発売予定です。
※詳しくは「広報たか」9 月号にてお知らせ予定。
【販売場所】 町内の郵便局
【取扱店舗】 町内の加盟店（のぼりが目印）
【使用期間】 発売日～令和 3 年 2 月 28 日(日)
【お問合せ】 商工会（℡：32-2161）
（担当：金高・松田）

事業所のたかテレビ放送予定（8 月）
今月のたかＴＶで放送される事業所は以下のとおりです。
【町を創る礎達】 共栄建設㈱
【あの店ってどんなとこ？】 多可・だんご茶屋
【放送日時】…8 月 18 日㈫17:00～

事業所の「新たな取り組み」を募集！
みみより information に掲載します！
商工会では、事業所の「新たな取り組み（商品・サービス・
メニュー・技術等）」について、みみより information にて紹介
するコーナーを新設する予定です。会員の皆様に PR したいこと
がありましたら、お電話にてご連絡ください。
（担当：松本・宮内）

商工会は町内でのお買物を推奨しています。

各種お問合せ
〒679-1134 多可郡多可町中区茂利 20
今月の「働き方改革の相談窓口」は 13 時から 17 時まで
TEL：0795-32-2161 FAX：0795-32-1699
（１事業所１時間程度）予約可能ですので、相談をご希望
E-mail：shokokai@taka-cho.jp
の事業所は商工会にご連絡ください。
【事 務 局 長 】 後藤
【開催日程】 8 月 27 日㈭
【経営支援課】 本庄・宮内・横畑・松本・杉本
【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（℡：32-2161）（担当：宮内・松本） 【業務推進課】 松田・金高・西尾・石塚・吉田

