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みみより Information
町独自の中小事業者を対象とした支援！
令和 4 年度多可町原油価格・物価高騰対策一時支援金
コロナや原油価格・物価高騰等により、売上総利益率または
営業利益率が減少している町内中小事業者に対し、事業の継
続を支援するため町から支援金が交付されます。
【申請期間】 8 月 22 日㈪～11 月 30 日㈬
【申請書類】 商工会 HP からダウンロード
【申請方法】 新型コロナ感染防止のため郵送をお願いします。
【支 援 金】 小規模事業者 10 万円
中小事業者 20 万円
※対象事業者・必要書類等、詳しくは同時送付の「令和 4 年
度多可町原油価格・物価高騰対策一時支援金交付事
業」のパンフレットをご覧ください。

（担当：松田）

（担当
販路開拓の取組みを支援！

（担当：全職員）
持続化補助金の相談はお早めに！
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プレミアム付商品券発売予定！

取扱加盟店の未登録事業者はお早めに登録を！
新型コロナの影響により低迷する地域経済への対応策とし
て、町がプレミアム付商品券“第 3 弾”を発売します。今回もプレ
ミア率 30％の超お得な商品券です。取扱加盟店の換金手数
料は全事業者とも無料ですので、取扱加盟店の未登録の事
業者は商工会にお早めにご連絡ください。
プレミアム付商品券に関するスケジュール
【購入応募期間】 9 月 1 日㈭～9 月 26 日㈮（消印有効）
【販売期間】 10 月 24 日㈪～11 月 30 日㈬
【使用期間】 10 月 24 日㈪～令和 5 年 4 月 23 日㈰
【換金期間】 10 月 24 日㈪～令和 5 年 5 月 15 日㈪
（担当：金高・宮内）

自身の想いをカタチに！
創業塾開講のお知らせ
創業のための基礎知識を習得するためのセミナーを開講しま

持続化補助金は、小規模事業者の「販路開拓」の取り組み

す。創業をお考えの方や創業間もない事業者の方、既に創業

の一部を支援する「補助金」です。申請には「計画書」の提出が

（3 年以内）された方が対象です。お知り合いで創業される方

必要ですが商工会が作成支援を行いますので、申請をお考え

がございましたらぜひご紹介ください。創業塾の日程は下記のとお

の事業者はお早めに商工会にご相談ください。

りです。詳しくは、9 月 1 日㈭の新聞折込チラシをご覧ください。

【補助金額】 上限 50 万円～200 万円（条件あり）

【日 時】 10 月 5 日㈬、12 日㈬、19 日㈬、26 日㈬
計 4 回 いずれも 19:00〜21:00

【補 助 率】 2/3
【申請〆切】 9 月 20 日㈫

※全日程を受講された受講者には修了証が発行されます。

例）新商品開発のための製造機械購入、サービス PR のチラシ

【場 所】 中コミュニティプラザ 2F 第 2 会議室

作成・折込費用、看板の設置、展示会出展、店舗改装等
（担当：全職員）

応援します！思い切った事業転換！
事業再構築補助金 7 次公募開始！
ビジネスモデルの再構築や新事業展開等、思い切った事業
転換に活用できる「事業再構築補助金」の公募が開始されてい
ます。今年度は「通常枠」に加えて、「大規模賃金引上枠」「回
復・再生応援枠」「最低賃金枠」「グリーン成長枠」「緊急対策
枠」があります。申請をお考えの方はお早めにご相談ください。
【補 助 額】 100 万円～従業員数に応じて最大 1 億円
【補 助 率】 1/3 ～ 3/4
※申請枠によって補助額・補助率は異なります。
※売上減少要件有（グリーン成長枠は売上減少要件無）
【申請〆切】 9 月 30 日㈮
※申請には「G ビズ ID」が必要ですので、申請希望の事業者
は早期に取得申請してください。
（担当：経営指導員）

空き物件の情報をお寄せください！
使っていない店舗、工場、倉庫の情報がありましたら、商工会
まで情報をお寄せください！多数問合せいただいている「借りたい
方」とマッチングができるかもしれません。
（担当：横畑）

【講 師】 中西雅幸氏、横山宗助氏（起業プラザひょうご）
【参加費】 無料
（担当：金高・松本）

万博会場で自社製品・サービスのアピールを！

〜大阪・関西万博の運営参加事業所募集〜

万博会場内外で、運営に必要な「施設・物品の提供、無償
貸与」、「技術やサービス・人員等の役務提供」が募集されてい
ます。協賛物品等は企業名称・ロゴ等を表示された状態で使
用されるので、万博が自社 PR の最適な場となります。
●関心のある方は
QR コードにアクセス
（参加説明
ください。
資料）→
（詳細説明）→

食品取扱業者のみなさんへ
大人気ブースに出展のチャンスです！
展示会で大人気のブース『食品卸「㈱五味商店」こだわり商
品コーナー』への出展募集が開始されています。20 社との新規
契約、東京都内に進出、新工場建設などの事例が多数発生
しており、販路開拓の課題解決を図ることができます。
詳細・申し込みは QR コードからお願いします。
【会 期】 令和 5 年 2 月 15 日㈬～17 日㈮
【会 場】 幕張メッセ
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みみより Information
「多可町商工会新会館」建設のご協力金
〜税法上の取扱いについて〜
会員の皆様にはいつも大変お世話になっております。新会館
の建設では何かとご不便・ご迷惑をお掛けしておりますが、ご理
解とご協力のほど、何卒宜しくお願い申しあげます。
さて会館建設に関しまして、寄付等に関するお問合せを頂い
ております。商工会は特定寄付の対象団体では無いため、寄付
金控除は適用できませんが、ご協力金として支出頂く場合、「自
己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又
は改良のために支出する費用」として、下記税法による「繰
延資産」の適用が考えられます。
＜該当の税法施行令＞
●法人税法施行令第１４条第１項第６号イ
●所得税法施行令第７条第１項第３号イ
但し、個別判断に関しては責任を負いかねますので、必ず専
門家若しくは税理士等にご相談ください。事務局におきましても
もう少し詳しく調査を進め、次月の「みみより information」にて
再度、お知らせをさせて頂きます。
尚、税法の適用等のあるなしに関わらず、本件についてご検討
を頂けます際は、事務局までお知らせくださいませ。手続き等の
詳細についてご説明をさせて頂きます。（担当：松田・西尾）

経営のお悩みに、専門家がアドバイス
1 回 2 時間”無料”の経営相談窓口
商工会では原則週２回、経営の専門家である中小企業診
断士による無料の経営相談窓口を開設しています。経営環境
が激変する中での経営の立て直し、補助金の活用等をご相談
いただけます。予約制ですので商工会にお問合せください。
【相談日】＜８月＞ 25 日㈭
＜９月＞ 1 日㈭、6 日㈫、8 日㈭、13 日㈫
15 日㈭、20 日㈫
【時 間】 13 時～17 時 1 回 2 時間
（担当：全職員）

「多可町まるごとスタンプラリー」開催！

登録事業所募集中！
多可町を盛上げる企画として、多可町観光交流協会が主催
する「多可町まるごとスタンプラリー」について、商工会も協賛し、
登録事業所を募集しています。
【登録費用】 3,000 円（スタンプラリー実施経費に充当）
【申込期限】 8 月 31 日㈬17 時
【連 絡 先】 役場商工観光課（℡：32-4779）
商工会（℡：32-2161）
参加希望の方は、連絡先に直接ご連絡ください。
（担当：宮内）

旬の話題を毎月お届けします
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SDGｓに取り組みませんか？！
SDGｓセミナー開催のお知らせ

SDGｓとは持続可能でよりよい世界を目指す国際目標で、
町内でもいち早く取り組んでいる事業所があります。今回のセミ
ナーでは SDGｓについてわかりやすくご説明いたしますので、
近々案内する申込チラシをご確認のうえご応募ください。
【日 時】 9 月 16 日㈮ 14:00～16:00
【参加方法】 ①会場参加型受講（中コミュニティプラザ）又は
②オンライン参加型受講
【講 師】 山本利枝氏（SDGｓ公認ファシリテーター）
（担当：金高）

＝シリーズＳＤＧｓ②＝
地域産木材活用を、今までどおりに淡々と
㈱木原木材店（加美区寺内・木材加工業）
は、間伐材や地域産木材を活用し、土木用木材・
公園用資材（丸棒杭・遊具部材等）の生産・販
売を手掛けられています。
「SDGs の取り組みとして行動する」というより、ずっと以前から
『木を使うこと』で森林資源を守るという理念のもと、本来やるべ
きことである地域の木材の有効活用を淡々と行われています。こ
のスタンスは決して変わることなく、これからも脈々と行っていくと
語られました。
ただ「売り方」だけは、時代の変化に対応して創意工夫し、早
くからホームページによる情報発信を積極的に展開され、今では
関西では名の知れた存在になっているとのことです。『変わらない
ために変わり続ける』という信念を感じることができました。
＝＝＝＝＝＝＝＝
※今後シリーズで会員事業所の取り組みを紹介
していきます。掲載希望ありましたら、商工会まで
ご連絡ください。
（担当：本庄）

たかテレビ放送予定（8 月）
【あの店ってどんなとこ？】 あまんじゃこ
【放送日時】 8 月 23 日㈫17 時～8 月 25 日㈭17 時まで

商工会公式 LINE にぜひご登録ください！
「一時支援金」などの重要な情報をお届けします！
まだの方は、ID 又は QR コードからご登録ください。
多可町商工会登録 ID：@502wkgmb

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
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・大椿

