多可町商工会通信

みみより Information
ものづくり・商業・サービス
経営力向上支援補助金
２次公募スタート！！
生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・
生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備
投資等の一部を支援する国の補助金、通称「ものづくり補助
金」の2次公募が開始されました。
興味関心のある皆様、自ら申請し改善を図ろうとする方は
お早目にご相談ください！
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旬の話題を毎月お届けします
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山田錦発信プロジェクト「たん TAKA たんたん
♪フェスティバル」にかかるイベントブース募集
多可町では、毎年 10 月 1 日の「日本酒の日」に加藤登紀
子さんのコンサートを開催していますが、今年は 9 月 30 日に
開催し、併せて多可町の PR イベントとして役場新庁舎周辺を
使用した「たんＴＡＫＡたんたん♪フェスティバル」が開催さ
れます。
当日は多可町の物産品等を販売するブースを設置し、各種
イベントも行われます。ぜひご賛同いただきご出店下さい。出店
希望される方は、下記までお問合せ下さい。

【補助額】

①企業間データ活用型
複数の事業者間で情報を共有し、連携体全体として新たな付
加価値の創造や生産性の向上を図るプロジェクトを支援

補助上限額：1,000万円（補助率2/3）

②一般型
革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必
要な設備投資等を支援

補助上限額:1,000万円（補助率原則1/2）
※「先端設備等導入計画」の認定を取得した場合、経営
革新計画の承認を受けた場合の補助率は2/3

③小規模型
小規模な額で行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産
プロセスの改善を支援

補助上限額:500万円（補助率原則1/2）
※小規模事業者等の補助率は2/3
【募集期間】
8 月 3 日(金)～9 月 10 日(月) ※当日消印有効
【事業実施期間】
交付決定日～平成 31 年 1 月 31 日(木)
※事業計画がこの期間内になっており、発注・納入・検収・
支払等のすべての事業手続きが完了できることが条件。
採択公表は 10 月中をメドに行われる予定です。
（担当：経営指導員）

がんばる小規模事業者に
販売促進ツールの作成等に関する補助制度あります

【と
き】
【と こ ろ】
【申込期限】
【出 店 料】
【連 絡 先】

9 月 30 日（日）10 時～13 時 30 分
多可町役場新庁舎前駐車場周辺
8 月 20 日（月）
無料（販売スペースは 3.6ｍ×3.6ｍ）
多可町役場商工観光課（☎32-4779）
（担当：本庄）

フード・アクション・ニッポンアワード 2018
次世代に伝える日本の食を募集しています
国産農林水産物の消費拡大に寄与する事業者・団体等の
優れた取組や産品を表彰し、全国へ発信することにより、事業
者・団体等によるさらなる取組を促進することを目的として創
設した表彰制度です。
主
催：農林水産省
応募主体：農林水産物の生産者、食品製造業者、
加工業者等
応募締切： 8 月 31 日（金）
フード・アクション・ニッポンアワード

ニッポン全国鍋グランプリ 2019
初の西日本・姫路で開催！！参戦募集
2005 年から始まった鍋料理コンテストが、平成 31 年 1 月
26 日・27 日に初めて西日本で開催！場所は姫路市に！
全国ご当地鍋による鍋コンテスト（ご当地鍋日本一決定
戦）が行われます。詳細は下記事務局にお問合せください。

経営革新計画または経営力向上計画の承認を受けた小規
模事業者が行う「販売促進ツール」の作成等に必要な経費を
補助する県の制度です。
【補助率】 1/2（上限 25 万円）
【〆 切】 8 月 31 日（金） 当日消印有効
※お早目に事務局までお問合せください
（担当：経営指導員）

【資 格】 ご当地食材を使ったご当地鍋であること など
【負担金】 50,000 円
【事務局】 姫路市商工会（担当：鎌谷・佐古・中村）
TEL：079-336-1368 FAX：079-336-1130
E-mail：himeji@nabegra.jp
URL：http://nabegra.jp
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みみより Information
「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
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ご存知ですか！？「健康経営」
～健康経営セミナーのご案内～

兵庫県では、ひょうご五国（摂津・播磨・但馬・丹波・淡
路）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。
選定対象商品
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
申込〆切
９月２８日（金） ※事前に商工会までご連絡ください。
メリット
①「ひょうごふるさと館」での店頭販売
②ネットショップでの販売
③各種物産展・イベント等への出展
④カタログ・パンフレットの作成・配布
⑤特設 WEB サイトでの PR
※出品に関する各種条件がありますので、関心のある方はまず
はお問合せください。
（担当：本庄）

『健康経営』とは、従業員等を「人的資源」と捉えて、健康で
末永く働ける環境を整えることで業績アップや生産性向上を目
指す取組みで、町内でも 2 社が実践されています。注目度急
上昇の標記セミナーを開催しますので、ぜひご参加ください。

平成 30 年 7 月豪雨に伴う

待望の嘱託職員を採用！
職員 11 人体制で支援にあたります

被災地型持続化補助金の公募
この度の豪雨で直接被害を受けた小規模事業者を対象に、
販路開拓に取り組む費用への補助金の公募が始まります。
条

件）「罹災証明書」など被災を証明する公的書類

補助額）補助対象経費の 2/3（上限:100 万円）
締 切）１次:９月７日(金)、２次:10 月 5 日(金)
※お早目に事務局までお問合せください
（担当：経営指導員）

「健康」は大切な財産です
商工会が行う健康診断の日程をお知らせします
労働安全衛生法において、従業員に対する定期健康診断
は年 1 回の実施が義務付けられています。「健康」は何ごとにも
勝る大切な財産です。事業の継続・発展のためにも、健康診
断は必ず受診しましょう。
日時：

10 月 23 日(火) ・ 24 日(水)

場所：ベルディーホール
※受診案内は 9 月上旬にお届けします。 （担当：横畑）

8 月 23 日(木) 15:00

日時：

場所：多可町商工会館
※受付は先着順です、申込はお早めに。（担当：後藤）
経済産業省 健康経営

商工会合併 10 周年記念

会員親睦ゴルフ大会開催
商工会合併 10 周年記念会員親睦ゴルフ大会を下記の日
程で盛大に開催いたします。
【日 時】 11 月 18 日(日)午前 8:00 より順次スタート
【場 所】 妙見富士カントリークラブ
【参加費】
4,000 円 (プレー費は別途)
【競 技】 18 ホールストローク ダブルペリア方式
※後日詳しい案内を送付いたしますのでお誘いあわせのうえ
ご参加ご予定ください。
（担当：足立）

このたび８月 1 日から杉本真奈を嘱託職員として採用いた
しましたので紹介いたします。
＝＝＝杉本からのメッセージ＝＝＝
前職では、西脇市の播州織の商社で勤めておりました。
直に現場の声を身近に感じたくて、こちらに 8 月から嘱託職
員としてお世話になっております。
今までの経験を活かして、皆様と播州織をはじめ、多可町の
魅力を発信していきたいと思っています。
分からない事ばかりですが、精一杯皆様のお力になれるよう
にがんばりますので、よろしくお願い致します。

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
【事 務 局 長 】 原田
【経営支援課】 後藤・金高・本庄・横畑・杉本
【業務推進課】 足立・遠藤・岸本・宮内・石塚

