
経営環境や社会環境の変化に対応した新たな取組や生産

プロセスの改善に向けた設備投資に活用できる「ものづくり・商

業・サービス生産性向上促進補助金」の公募が始まっています。 

先進的な取組や設備投資をお考えの方は、お早めに商工会

までご相談ください。 

【補助率】 1/2（小規模事業者は 2/3） 

【補助額】 750～1,250万円 

※いずれも通常枠の場合。 

※他に、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠及びグリーン

枠など取組内容や展開に応じた特別枠が用意されています。 

【締  切】 8月 18日㈭        （担当：経営指導員） 

 

新たな取組や設備投資を応援します！ 
「ものづくり・商業サービス生産性向上促進補助金」 

源泉所得税(納期特例分)のお知らせ 
納付は 7月 11日㈪まで！ 

本年1月から6月分の源泉所得税（納期の特例分）の納

付期限は7月11日になります。納付税額が発生しない場合で

も、税額０円の納付書を作成し税務署に提出する必要があり

ます。ご相談がありましたら期限までにお越しください。 

【日 程】 ７月 11日㈪まで（土・日を除く終日） 

【場 所】 多可町商工会（中コミュニティプラザ 1階） 

【内 容】 源泉所得税（納期特例分)の納付に関する相談 

【持参物】 ●1～6月までの給与明細●源泉徴収簿 

●昨年の源泉所得税関係書類●納付書(毎年末に税務署か

ら届く住所・氏名等が印字済のもの） 

※期日を過ぎると延滞税や不納付加算税などがかかる場合があ

ります。 

※納付書がない場合は、すぐに商工会へご連絡ください。 

（再発行の手続きが必要です）     （担当：全職員） 

 

人手不足対策、業務効率 UP に 
「IT導入補助金」！ 

 IT導入補助金は、業務効率化や売上アップなど様々な課題

を ITで解決するための補助金です。今年度は ITツールやシステ

ム導入とともに、パソコンや周辺機器も対象になる場合がありま

す。目覚ましい IT 技術の進化で、「IT でこんなことまでできるの

⁉」ということも増えています。ぜひ活用をご検討ください。 

 なお申請に際し、IT導入支援事業者と導入したい ITツールを

選定する必要があります（検索は QR コード参照）。 

【通常枠】 

 IT導入による業務効率化・売上アップをサポート 
種類 A類型 B類型 

補助額 30万～150万円未満 150万～450万円以下 

補助率 1/2 以内 

IT ツール要件 労働生産性の向上に資する IT ツールであること 

賃上げ目標 加点 必須 

補助対象 
ソフトウェア費・クラウド利用料（最大 1年分補助）・

導入関連費等 

締切日 3次：7/11、4 次：8/8 

【デジタル化基盤導入枠】 

インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進 

補助額 
IT ツール 

5万円～50 万円以下 50万円超～350 万円 

機能要件 
会計・受発注・決済・EC

のうち 1機能以上 

会計・受発注・決済・EC

のうち 2機能以上 

補助率 3/4 以内 2/3 以内 

対象ソフトウェア 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、EC ソフト 

賃上げ目標 なし 

補助対象 
ソフトウェア購入費・クラウド利用費（最大 2年分補

助）・導入関連費等 

締切日 6次：7/11、7次：7/25、8次：8/8 

＋（上記にプラスして申請可能） 

ハードウェア 

購入費 

PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器 

補助率 1/2 以内、補助上限額 10万円 

レジ・券売機等 

補助率 1/2 以内、補助上限額 20万円 

  （担当：経営指導員） 
北はりま地域の企業が一堂に会し、優れた製品・サービス・技

術等を内外に発信するとともに、企業のビジネスマッチングやコラ

ボレーションを図る展示商談会「北はりまビジネスフェア」が開催さ

れます。コロナ禍で中止が続いておりましたが、今年はSDGsをテ

ーマとし、バーチャル展示会としてオンライン上でも公開されます。こ

の展示会出展に際し、商工会では 8 月 19 日㈮までにお申し

込みいただいた場合に限り、1事業所15,000円を上限に助成

いたします。出展希望の事業者は商工会にご連絡ください。 

また特別企画として「北はりまお仕事マッチングフェア」が行われ

ます。北播磨地域内での勤務希望者が来場予定で、出展事

業者はその場で採用面接ができます。 

【開催日時】 10月 21日㈮～23日㈰ 

【開催場所】 小野市うるおい交流館エクラ（小野市中島町 72) 

【出展仕様】 33,000円／1 コマ 

1 コマ（間口 3m×奥行 2m×高さ 2.4m） 

（担当：松本） 

展示会出展にかかる費用を助成！ 
北はりまビジネスフェア出展者募集中！ 
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発行：多可町商工会 

全国商工会連合会では、中小事業者が独力では難しい海

外への販路開拓と売上増加を図ることを目的に、海外輸出に

知見・実績を持つ民間企業等と連携し、事業者の商品や技術

を中国企業に対して PRして販路拡大をサポートします。ご希望

の事業者は、早めに商工会にご連絡ください。 

【申込期限】 第 1回：7月 15日㈮  

         第 2回：8月 4日㈭   

           第 3回：9月 2日㈮   

【参 加 費】 出展料は無料 

※全体商談会配信用スタジオ（東京都）まで自費でお集りい

ただく必要はあります。なお、商談時には通訳が立ち会います 

【対象品目】 食品・非食品     （担当：経営指導員） 

 

中国への販路拡大をサポート！ 
中国オンラインビジネス商談会の出展者募集！ 

※詳しくは QR コード参照 
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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・大椿 

 

 

商工会は町内でのお買物を推奨しています。 

経営のことお気軽にご相談ください！ 
個別相談窓口のご案内 

商工会には、創業や移転等のため空き物件を探している方からの

問い合わせが多く寄せられます。 

現在、使わずに空いている店舗・工場・倉庫の物件をお持ちで

あれば、マッチングできる可能性がありますので、ぜひ情報をお寄

せください。                    （担当：横畑） 

 

 

 

商工会公式 LINE にぜひご登録ください！ 

 補助金や経営に役立つ情報をいち早く届けます！ 

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 

 

【町を創る礎達】 ㈱イマナカ（加美区・建設業） 

【放送日時】 6月 21日㈫17時～6月 23日㈭17時まで 

たかテレビ放送予定（6月） 

空いている店舗・工場・倉庫の情報お寄せください！ 

コロナ禍や資材高騰等の経営環境の変化で、経営に関する

お悩みや相談したいことはありませんか？専門家による経営相

談窓口を定期的に開設していますので、ぜひご利用ください。 

 相談には予約が必要ですので、ご希望の方はお電話にてお問

い合わせください。(1日 2枠、1回の相談は 2時間まで) 

【専門家】 中小企業診断士 豊田孝治氏（原則火曜日） 

中小企業診断士 荒木慎吾氏（原則木曜日） 

【相談時間】 13時～17時     （担当：経営指導員） 

火災共済の補償を見直してみませんか？ 
ダブルチャンスキャンペーン実施中‼ 

梅雨に入り、ゲリラ豪雨など災害が多く発生するシーズンにな

ってきました。ひょうご共済の火災共済は、火災だけでなく自然

災害を補償するプランもあります。現在ひょうご共済では、他社

で契約されている「火災保険」の証券コピーをご提出（会社・個

人どちらの証券でも可）いただくだけで、今注目の商品が抽選で

当たる A・B両コースに応募できるキャンペーンを行っています。ご

応募いただいた方全員にもれなく粗品も贈呈されますので、ご応

募される事業者は商工会にご連絡ください。 

【キャンペーン期間】 7月 31日㈰まで 

【A コース】 魔法のビーズクッション、三田屋総本家ハム詰合せ 

シャーププラズマクラスター、ゲーミングチェア 

【B コース】 高級トイレットペーパー、ホットサンドメーカー、自立 

式ハンモックチェア、カラオケマイク （担当：大椿） 

5月 26日㈭、第 14回通常総代会を開催し、新三役が選

任されました。新体制の下、役職員一丸となって各事業に取組

んで参りますので、今後とも宜しくお願いします。 

【会  長】 清水賢彦（㈱清水商店・中区） 

【副会長】 數原宏幸（播磨染工㈱・八千代区） 

【副会長】 村上 貢 （㈱バンテック・加美区） 

新会長に清水賢彦氏が就任！ 
全力を挙げて相談支援体制を強化！ 

5 月 30 日㈪、第 61 回兵庫県商工会連合会通常総会に

おいて役員改選があり、本会の小寺博史前会長が第6代県連

会長に選任されました。小寺前会長には長年お世話になり感

謝申しあげますとともに、益々のご活躍をお祈りいたします。 

小寺博史前会長 
第 6代兵庫県商工会連合会長に就任！ 

 

節税対策となる共済をご案内！ 
小規模企業共済・中小企業倒産防止共済 

新型コロナに関する給付金「事業復活支援金」等の収入は

『雑収入』として計上され課税対象になります。節税対策として

共済加入をご検討ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

（担当：松本） 

福祉についての理解や関心を高め、考える機会とする「社協

まつり」が開催されます。その際の出店者の募集がありますので、

出店希望者は 7月 4日㈪までに商工会にご連絡ください。 

【出店日時】 7月 24日㈰ 15時 15分～（1時間程度） 

【出店場所】 ベルディーホール 

【出店条件】 ブース出店（持ち帰り品の販売）・出展料無料 

※出店多数の場合は出店できない場合があります。 

※その場で飲食するものは販売できません。 （担当：宮内） 

 

社協まつりの出店者募集！ 
講演会聴講者等への販売・PRができます！ 

 

小規模企業共済…掛金が全額所得控除 

経営者の退職金制度です。将来、廃業や役員退任等が生

じたときに、積み立てた掛金に応じて共済金を受け取れます。 

【掛 金】  月額 1千円～7万円の範囲で契約でき、契約後の

掛金変更も可能。 

【対象者】 従業員20人以下（卸・小売・サービス業は 5人以

下）の個人事業主・共同経営者・会社等役員 

※創業したばかりの方や農業者、高齢の方も加入できます。 

中小企業倒産防止共済…掛金が全額必要経費に算入 

万一、取引先が倒産し売掛金や手形等が回収困難になった

とき、連鎖倒産を未然に防ぐための共済金制度です。 

【掛 金】 月額5千円～20万円の範囲で設定でき、上限800

万円まで積み立てできます。解約時期は自由で必要

なときに解約すれば解約手当金が戻ります。 

【対象者】 継続して 1年以上事業を行っている中小企業者 

※その他の詳しい要件は商工会にご確認ください。 

 


