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持続化補助金（コロナ特別対応型） 
5回公募実施！締切 12月 10日㈭！ 

持続化補助金(コロナ特別対応型)は前回(10/2〆切)が

最終となる予定でしたが、引き続き実施の要望が多く、新型コ

ロナウイルス感染防止の対応と経済両立の観点から、急きょ第

5回目の公募が実施されます。販路開拓や新たなビジネスモデ

ルへの転換の取り組みを計画している事業者の皆様は、商工

会職員までお早めにご相談ください。 

持続化補助金(コロナ特別対応型) 

類型 補助率 補助上限 

Ａ(サプライチェーンの毀損への対応) 
※部品内製化や新規顧客開拓等 

2/3 

100万円 
Ｂ(非対面型ビジネスモデルへの転換) 
※EC販売や自動精算機の導入等 

3/4 
Ｃ(テレワーク環境の整備) 
  ※WEB会議システムの導入等 

【事業再開枠】 

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】 

 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) 

【持続化補助金(コロナ特別対応型)締切日】 

12月 10日㈭ 

※持続化補助金(一般型)は令和 3年 2月 5日㈮が締切 

（担当：全職員） 

 

台風、ゲリラ雷雨、そして感染症 

災害に負けないための計画づくりを支援 

 温暖化によって巨大化する台風、いつどこでどのくらい降るの

か予測がつかないゲリラ雷雨、そして未だに収束が見えない新

型コロナウイルス感染症…。 

 こんな災害発生時、いつものように仕事ができるでしょうか。取

引先と連絡は取れるでしょうか、納期に間に合うでしょうか、お客

様や従業員の安全は確保できるでしょうか。 

 いざというときに大きなトラブルなく事業を継続できるためには

「計画」（事業継続計画いわゆる BCP）が必要です。その計

画づくりを専門家による個別相談で支援します。 
 

【日 程】 10月 27日㈫、11月 25日㈬  

【時 間】 いずれも 13時～16時 
 

 1事業所につき1時間。何から始めればいいのか、そんな相談

も OKです。担当までご連絡ください。  （担当：本庄） 

 

 

多可町中小事業者事業継続支援金 
11月 30日㈪まで延長！ 

 
新型コロナウイルス感染症の 7月からの再拡大に伴い、多可

町中小事業者事業継続支援金の対象月の拡大と申請期限

が延長となりました。 

【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～９月に拡大 

【給 付 額】 小規模事業者（10万円） 

中小事業者（20万円） 

【申請期間】 11月 30日㈪に延長 

【申請窓口】 商工会（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） 

 

注 
目 
!! 

「一日公庫」とは、商工会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。） 

 新型コロナウイルス対策資金や、年末に向けての資金調達に

ぜひご利用ください。 

【日  程】 11月 27日㈮ 10:30～ 

【場  所】 中コミュニティプラザ 

【申込み】 事前の申し込みが必要ですので 11月 19日㈭ 

までに商工会にご連絡ください。 

（担当：横畑・金高）  

 

商工会の金融相談日 
『一 日 公 庫』 

 

注 
目 
!! 

事業承継時に発生する費用を補助する制度の二次募集が

実施されます。商工会の指導を受けて事業承継計画を策定

する必要がありますので、お早めに商工会にご相談ください。 

【対象者】 

 平成 31年 4月 1日から令和 3年 3月 31日までに事業

承継を行った事業者または行う予定の事業者（先代経営者

は 60歳以上かつ後継者は先代より若いこと） 

【対象経費】 

店舗賃借料 
第三者承継のみ対象 

3年以内 上限 100万円／年 

広報宣伝費等事務費 3年以内 上限 100万円／年 

建物改修費 

設備導入費 
1年以内 上限 200万円／年 

【補 助 率】 対象経費の 1/2以内 

【締 切 日】 10月 30日㈮ 

（担当：経営指導員） 

 

 

県による事業継続支援事業補助金 

二次募集受付中！ 

 

注 
目 
!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
多可町商工会通信 

みみより Information 

旬の話題を毎月お届けします vol.65-2 

発行：多可町商工会 

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・吉田 

 

商工会は町内でのお買物を推奨しています。 

 地方にある優れた商品・人材を磨き上げて販路開拓を図る

「にっぽんの宝物プロジェクト」オープンセミナーが開催されます。

次年度以降は、北播磨地域から全国に展開予定です。 

【日 程】 1回目：11/18㈬ 2回目：12/4㈮ 

【時 間】 両日 14時～17時 

【会 場】 三木市立市民活動センター3F大会議室 

※当紙FAX受信の方で、セミナーに興味のある方は詳細案内

をお渡ししますので、連絡ください。    （担当：本庄） 

 

地方の優れたモノ・コト・サービスを全国・世界に発信

「にっぽんの宝物」基盤づくりオープンセミナー 

今月の働き方改革の相談窓口は 10月 22日㈭ 

社会保険労務士に無料相談が可能！ 
 今月の「働き方改革の相談窓口」は 13 時から 17 時まで

（１事業所１時間程度）予約可能ですので、相談をご希望

の事業所は商工会にご連絡ください。 

【日 程】 10月 22日㈭ 

【場 所】 中コミュニティプラザ 1階第 1会議室 

【お申込】 商工会（℡：32-2161） 

 

兵庫県下において「ジブラルタ生命保険㈱」の名を騙り「もう

け話」を持ち掛けるという詐欺まがいの勧誘電話があった旨報

告がありました。ジブラルタ生命保険㈱とは一切関係ありません

のでご注意いただくとともに、不審な電話があった場合は、商工

会までご連絡ください。 

ジブラルタ生命保険㈱の名を騙った 
詐欺まがいの勧誘にご注意！ 

播州百日どりと黒田庄和牛のメニューに限 

定した「牛×鶏合戦スタンプラリー」を実施中。 

播州百日どりと黒田庄和牛のメニューを１回 

ずつ注文して、参加店にある専用ハガキに牛 

と鶏のスタンプを 1 つずつ集めて応募すると抽 

選で景品が当たります。 

スタンプラリーを通じて、多可町・西脇市の 

有力な集客資源であるご当地グルメの認知 

度向上とエリア内での消費を促し、新型コロ 

ナウイルスで影響を受ける飲食店を支援して 

いきます。 

【期間】 11月 30日㈪迄 

【エリア】 多可町・西脇市内の飲食店 32店舗(のぼりが目印) 

          （担当：金高） 

播州百日どりと黒田庄和牛を食べて 

スタンプラリーに参加しよう！ 

今月のたかＴＶで放送中の事業所紹介は以下のとおりで

す。動画は多可町 YouTube チャンネルでも配信されています

ので、ご覧ください。 

【町を創る礎達】 サカモトメタル㈱ 

【あの店ってどんなとこ？】 ㈱大八万楼 

【多可町 YouTube チャンネル】 

https://www.youtube.com/user/takachojp/playlists 

たかテレビで事業所紹介放送中！(10月) 

 

電話応対やビジネスマナーなど、新入社員や入社前の学生

が必要とする能力を養うための検定「電話応対技能検定（も

しもし検定）4 級」が今年度から北はりま職業訓練センターで

受験可能となりました。詳しくは「（公財）日本電信電話ユー

ザ協会兵庫支部」の HP をご覧ください。 

 

「電話応対技能検定（もしもし検定）4級」が 

今年度から北はりま職業訓練センターで受験可能 

『商工貯蓄共済』は、貯蓄積立・生命保障・融資の３つの

特色を組み合わせた共済制度です。毎月の掛金の一部が生

命保険として契約され、大部分が貯蓄積立となります。貯蓄積

立金から、積立の範囲内で取り崩しができる便利な仮払制度

もご利用いただけます。只今、新規 5 口以上または満期更新

5 口以上にご契約いただくと、5,000 円相当の兵庫県特産

品が選べるキャンペーンを実施しています！この機会に是非ご

加入ください。（一部条件有） 

商工貯蓄共済の満期継続につきましては、病気・ケガをされ

ていても、再度告知書をいただくことなく継続できます。満期を

迎えられた際はぜひとも満期継続をお勧めいたしますので、商

工会までご相談ください。 

【キャンペーン期間】 10月 1日～令和 3年 1月 1日 

（保険契約の保障開始日分） 

（担当：石塚） 

商工貯蓄共済キャンペーン実施中！ 

満期を迎えられましたら満期継続を！ 


