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みみより Information
IT ツールの導入やホームページ制作に

「IT 導入補助金」
三次公募〆切は 11/19
IT 導入補助金は、中小企業・小規模事業者等自社の課
題やニーズに合った IT ツール（ソフトウエア、サービス等）の導
入やホームページ制作にかかる経費の一部を補助することで、
業務効率化・生産性向上・売上アップの実現を図ることを目
的としています。
【対象事業】
自社の課題・ニーズに合わせて様々な業種・組織形態の方
にご活用いただけます。
（例）
飲食サービス業 ＜顧客管理システムの導入＞
お客様の好みやアレルギー等を IT ツー
ルで記録、きめ細かいサービスを提供
卸売・小売業 ＜在庫管理システムの導入＞
商品の在庫管理を一括データ化。業
務効率の改善を後押し。
保育・介護業 ＜コミュニケーションツールの導入＞
帳票・書類作成を IT 化。早番・遅番
職員の情報共有も円滑に
運 送 業
＜車両管理システムの導入＞
効率的な配車を組み、従業員 1 人あ
たりの勤務時間を短縮
IT ツールは IT 導入支援事業者が登録しているものに限られ
ます。IT 導入支援事業者とは、IT ツールの説明や導入、運
用方法の相談等のサポートを実施する事業者で、当補助金
事務局に採択され登録されている IT 業者のことです。
【経費区分、補助率、補助上限・下限額】
経費区分
ｿﾌﾄｳｪｱ、ｸﾗｳﾄﾞ利用費導入関連経費等
補 助 率
1/2 以内
補助上限額 50 万円
補助下限額 15 万円
＜まずは IT 導入支援事業者に相談＞
補助対象経費は IT 導入支援事業者が登録している IT ツ
ールに限られるため、まずは IT 導入支援事業者に相談し、適
切な IT ツールを選択する必要があります。申請は IT 導入支
援事業者が代理申請するかたちになります。
補助対象の IT ツールや登録されている IT 導入支援事業者
はホームページで検索できますので、まずはホームページをご確
認ください。
※国は IT 政策に力を入れていて、この補助金の活用を積極
的にアピールしています。申請も代理申請なので、負担も軽
減されています。事業の IT 導入は、是非ともこの機会に！
（担当：経営支援課）
IT 導入補助金
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多可町商工会創立 10 周年は華やかに
演奏会と講演会を開催
多可町新庁舎(防災拠点施設)竣工記念とともに
多可町商工会創立 10 周年ならびに多可町新庁舎（防災
拠点施設）竣工を祝して、演奏会と講演会を開催します。
音楽祭は、陸上自衛隊「中部方面音楽隊」が出演。
そして講演会には、その中部方面の総監として活躍されてい
る多可町中区出身の岸川公彦氏をお迎えして、災害派遣に
ついてお話いただきます。
まさにこの時にしか実現できない貴重な演奏会と講演ですの
で、多数のご来場をお待ちしています。
【日時】

11 月 24 日㈯

16:00～18:00
(15:00 開場)

【場所】 ベルディーホール
第 1 部：陸上自衛隊中部方面音楽隊による演奏会
第 2 部：演題「自衛隊の災害派遣と人づくり」
陸上自衛隊
中部方面総監 陸将 岸川公彦氏
（多可町中区出身）
ご参加いただくには入場券が必要です。
11 月 5 日㈪10:00 から受付を開始しますので、商工会窓
口にてお申し込みください。
先着 300 人で全席自由席となります。
（担当：原田・後藤・遠藤・本庄・宮内）

商工会の金融相談日
『一 日 公 庫』
『一日公庫』とは、商工会館で日本政策金融公庫の担当
者と面談していただき、即日決裁が可能となる融資相談会の
ことです。（案件により即日決裁できない場合もあります。）
年末に向けての資金調達にぜひご利用ください。
【10/12 現在：年利固定 1.31％～】

11 月 29 日(木) 11:00～

日時：

場所：多可町商工会館
【申込〆切】 11 月 22 日(木)
※事前の申し込みが必要ですので商工会までご連絡ください。
（担当：金高）

多可町商工会通信

みみより Information
商工貯蓄共済キャンペーン実施中！
商工会の福祉共済「けが」の補償のご案内
商工会がおススメしている商工貯蓄共済は、「貯蓄積立」
「生命保証」「融資」の 3 つの魅力が詰まった共済制度で、多く
の方にご加入いただいています。
現在、新規 5 口(10 年)または新規 10 口(5 年)にご加入
いただくと、近畿府県内から厳選された 5,000 円相当の特産
品が選べるキャンペーンを実施しています！
お得なキャンペーンのご加入手続きは 12 月 31 日（ご加入
手続きは 12 月 28 日）まで。是非この機会にご加入下さい。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商工会の福祉共済は、交通事故や不慮の事故（交通事
故以外の急激か偶然な外来の事故）により、けがをした場合
に、国内外を問わず、24 時間補償します。
＊おすすめポイント
・地震、噴火、津波によるケガも補償！
・長期のケガの入院補償！（事故日より最大 1,000 日）
・加入時の健康状態に関する告知は不要！
・個人賠償責任補償は最高 2 億円まで補償！(傷害プラン)
詳しくは商工会までお問合せ下さい。 （担当：足立）

災害への備えは万全ですか？

火災共済･休業対応応援共済のご案内
今年も全国で台風や地震などの自然被害が相次ぎました。
災害が増える中、もしもの時の備えは万全ですか？
商工会は、県内の中小企業のための共済「ひょうご共済」の
代理所として、中小企業にお役立ていただける火災共済や、
休業対応応援共済を取り扱っています。
火災共済…火災･落雷･破裂爆発、風雪災等をカバー
休業対応応援共済…地震を含む災害や火災により
事業を休業した場合の休業補償制度
お見積もりやご相談など、お気軽にお問合せください。
（担当：横畑）

新 会 員 募 集 中
ご紹介下さい！！
多可町商工会では、会員増強に取り組んでいます。
ご近所やお知り合いで、商工会に未加入の方がおられました
ら、ぜひご紹介下さい。
連絡先：多 可 町 商 工 会
TEL:0795-32-2161
Mail：shokokai@taka-cho.jp
（担当：岸本）
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ひょうご新商品調達認定制度
募 集 中 ！！
兵庫県では、県内中小企業者が生産・提供する新規性、独
創性のある商品・役務を、「ひょうご新商品」として認定し、商
品・役務に信用力を付与することにより、販路開拓を支援して
います。
募集期間
10 月 1 日～31 日
申請者要件 県内に事業所を有し、新商品の生産、又は
新役務の提供を行う中小業者
新商品・
国、県等の支援施策を活用して開発したもの
新役務要件 販売開始後概ね 5 年以内であること
新規性、先進性、独自性が認められるもの
など
認定機関
認定後 3 年間
詳しくは
ひょうご新商品

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。
補助対象経費

補 助 率
募集期間

オンリーワン企業を目指して新たに取り
組む販路開拓、製品開発・改良、人
材確保・育成の経費
2 分の 1 以内（上限 100 万円）
11 月 9 日㈮必着

詳しくは ひょうごオンリーワン企業 募集

検索

（担当：経営支援課）

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

