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旬の話題を毎月お届けします

西日本最大級の展示会出展に対し
先着 10 社に 54,000 円補助します

「キラリひょうごプロジェクト」
ふるさと活性に導くビジネスプランを
兵庫県がクラウドファンディングで支援

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 2016」が以下の日程で開催されます。
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・セミナーなど多彩なプログラムが展開され、昨年は 431 社・
団体が出展し、来場者は 29,455 人を数え、出展企業 1 社
あたり約 70 件の相談および商談があったと報告されています。
そんな展示会出展に際し、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。
販路拡大や海外展開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。

2016 年 4 月号-1
発行：多可町商工会

兵庫県では、商品開発・新事業展開・事業拡大に関するビ
ジネスプランを募集・選定して生まれたプロジェクトを、クラウドフ
ァンディングを活用して支援し、地域経済の活性化や地域のブ
ランド力向上、潜在顧客の開拓強化を目指しています。
【クラウドファンディングとは】
不特定多数の人が、通常インターネット経由で他の人々や組織
に財源の提供や協力などを行うことを指し、近年注目されている
資金調達方法のこと。

【名称】 国際フロンティア産業メッセ 2016
【日程】 平成 28 年 9 月 8 日㈭ ・9 日㈮
両日 10:00～17:00
【会場】 神戸国際展示場 1・2 号館
（神戸ポートアイランド）
【補助】 出展料 54,000 円（一律）※先着 10 社・団体
※出展ブースは３種類あり、いちばん小さい３㎡のブースで
あれば 54,000 円で全額補助となります。
【申込】 商工会へ申込書をご提出ください。商工会でとりまと
めて県連に申込書を送付します。
まずはお問合せください。
※申込書は商工会で準備しています。
5 月 18 日㈬までにご提出ください。
※直接のお申込は補助対象外となりますので
ご注意ください。
【出展】 出展分野および出展物は以下のとおりです。
◇環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ ◇健康・医療 ◇航空・宇宙
◇ロボット ◇ものづくり ◇IoT・IT ◇電気・電子
◇ライフスタイル（食品・住宅など）
≪例えば・・・≫
◇地域振興・地場産業 ◇グループ出展
１ブースに複数社・団体が出展しているケースもあります。
◇産学連携・支援機関
普段お付合いのある事業所と一緒に検討されてはいかがでしょうか。

詳しくは フロンティアメッセ で検索してください。
直接の申込は補助対象外となりますので、まずは商工会まで
お問い合わせください。
（担当：本庄）

【対象ビジネスプラン】（以下のすべての要件を満たすもの）
●地域資源や独創的なアイデアなどを生かし、魅力ある商品
や事業としてブランド力強化を目指すもの。
●小口投資による資金調達を図り、応援者とのつながりによ
り成長を図るもの。
●資金調達を目指す資金規模が概ね 500～3,000 万円
であり、かつ、申請事業の実施により新たに発生する費用を
資金使途とすること。
●事業計画期間が、原則平成 28 年 4 月 1 日から平成
29 年 9 月 30 日までに着手し、2 年以上 5 年以内に終
了する事業であること。
【H26 年度の実績】
選定 9 件、資金調達 8,677 万円、投資家 1,915 人
（H27 年度には 11 件選定されました）
【応募〆切】 6 月 15 日㈬
※詳細は キラリひょうご で検索
（担当：経営支援課）

世界に飛躍する兵庫の中小企業
「ひょうごオンリーワン企業」の募集
兵庫県では、優れた技術や製品を有し、国内外で高い評価
を受けている中小企業を募集して「ひょうごオンリーワン企業」と
して選定・顕彰し PR します。
また、「ひょうごオンリーワン企業」を目指して取り組む中小企
業も募集し、その事業計画が優れていると認められた場合、計
画実施に必要な経費の一部を支援します。
●補助件数 10 件、補助率 1/2、上限 100 万円
※詳細は

ひょうごオンリーワン企業 で検索
（担当：経営支援課）
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消費税軽減税率対応のための
レジ導入や受発注システムの改修に
かかる費用の補助制度ができました
軽減税率対策補助金とは
消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が必要となる
中小企業・小規模事業者等の方々が、複数税率対応レジの
導入や、受発注システムの改修などを行うにあたって、その経費
の一部を補助する制度のことです。
A 型（複数税率対応レジの導入等支援）
レジを新しく導入したり、新税率に対応できるように既存
のレジを改修したりする場合。
※POS 機能を有していないレジ、モバイル POS レジシ
ステム、POS レジシステムなども含む。
●レジ 1 台あたり 20 万円上限。
（補助率 2/3 ※その他条件あり）
●複数台数申請は 1 事業者あたり 200 万円上限。
B 型（受発注システムの改修等支援）
EDI/EOS 等の電子的な受発注システムを利用する事
業者のうち、対応するために必要となる機能について、
改修・入替を行う場合。
●発注システムは 1,000 万円、受注システムは 150
万円が上限。（両方の場合は 1,000 万円上限）
（補助率 2/3 ※その他条件あり）
A 型及び B 型一部は事後申請（H29.5.31 までに申請）
B 型の一部は事前申請（H29.3.31 までに事業完了）
※詳細は http://kzt-hojo.jp/
（担当：経営支援課）

全国のこだわり食品を百貨店や
高質スーパー等に販売
『G7 ジャパンフードサービス』との個別商談会

商談会情報

全国各地の厳選食材を全国の百貨店、スーパー、高質スー
パー等のこだわり小売店に紹介・販売している企業（㈱G7 ジ
ャパンフードサービス）との商談会です。
【商談対象品目】
食品全般（生鮮品は除く）
※価格は多少割高でも 『こだわり』 が明確な商品を
ご提案ください。
【日時】 6 月 15 日(水) 10:00～17:00 頃
【場所】 神戸市産業振興センター会議室
【〆切】 5 月 25 日(水) 15 社定員
【費用】 5,000 円(兵庫県内商工会員価格)
（担当：本庄）

事務局からのお知らせ
平成 28 年 4 月 1 日に辞令交付を行い、事務局内で一部
異動等がありましたので報告します。
【業務推進課】
主幹 遠藤佐代子（業務推進課係長 ⇒ 業務推進課主幹）
【経営支援課】
主任 横畑 択磨 (県連合会チーフコーディネーター就任)
なお、平成 28 年度は以下の事務局体制で会員の皆様の
支援にあたります。よろしくお願いいたします。
【事務局長】 原田 豊彦
【次

長】 足立 嘉正

【経営支援課】
課長 後藤 泰樹
主幹 金高 和彦
係長 本庄 尚哉
主任 横畑 択磨
主事 藤原 彩

職員コラム

【業務推進課】
課長 足立 嘉正
主幹 遠藤佐代子
課長補佐 岸本 賢一
主任 宮内 里夏
主事 石塚 望実

新年度最初の職員コラムは、4 月 1 日付の
人事異動で多可町商工会に転入となった

原田豊彦事務局長と藤原彩主事がお届けします。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月１日から事務局長としてお世話になっておりますが、まず
「ものづくり補助金」の取扱件数。職員の高い志とチームワーク
に衝撃を受けました。女性部と青年部総会での優しい心配り
にも感動しています。
「レベルの高い多可町商工会の会員を笑顔にするには！」を
日常の課題に、小寺会長ら役員各位の負託に応えるべく精
進いたします。
（原田豊彦 「篠山市商工会より転入」）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
初めてのこと・分からないこともたくさんあり、ご迷惑をおかけす
ることがあるかと思いますが、精一杯努力してまいります。ご指
導いただきますよう、どうぞよろしくお願い致します。
まずは多可町の素敵なところをしっかり勉強するために、おい
しいものをたくさん食べようと思います。おすすめのお店を教えて
頂ければうれしいです(^^)♪
（藤原 彩 「新規採用」）

各種お問合せ
〒679-1113 多可郡多可町中区中村町 125-1
TEL：0795-32-2161 FAX：0795-32-1699
E-mail：shokokai@taka-cho.jp

