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みみより Information
販路開拓をお考えなら「持続化補助金」
計画づくりからサポートします！
持続化補助金は、小規模事業者が対象で「販路開拓」の取
り組みの一部支援する「補助金」です。申請には「計画書」の提
出が必要です。
小規模事業者とは、製造業・その他は従業員 20 人以
下、宿泊・娯楽業を除く商業・サービス業は 5 人以下の規
模の事業者を指します。
＝販路開拓の取り組み例＝
新商品開発のための製造機械購入、サービス PR のためのチラ
シ作成・折込費用、看板の設置、展示会出展、店舗改装など
【補助金額】 上限 50 万円～200 万円（条件あり）
【補 助 率】 3 分の 2
【申請〆切】 9 月 20 日㈫
どんな取り組みが対象になるのか、計画書はどのように作成す
るのか等々、分からないことは何なりとお問合せください。
（担当：全職員）

原油・原材料価格高騰対策の「特別枠」追加
＝兵庫県新事業展開応援事業補助金＝
第 1 回公募では、コロナ禍に対応したビジネスモデルの再構築
や新たな事業展開に取り組む事業が対象でした。
今回の第 2 回公募は、これに「原油・原材料価格高騰」に対
応した事業展開『特別枠』が加わりました。省エネ設備を導入し
て新たな事業展開をお考えの方はご相談ください。もちろんコロ
ナ禍に対応した『通常枠』もお申し込み可能です。
区分
通常枠
特別枠
コロナ以前と比較して 今年の 1 ヶ月間の売上
3 ヶ月間の売上高が が昨年～3 年前と比較
対象者
10％以上減少
して 10％以上減少
（詳細は説明）
（詳細は説明）
建物改修費、設備導 左記に加え、省エネ設
対象経費 入費、広報宣伝費等 備導入費（全体経費
の 50％以上が条件）
【補助金額】
補助対象経費（税抜）
補助金額
50 万円以上～70 万円未満
35 万円
70 万円以上～100 万円未満
50 万円
100 万円以上～150 万円未満
75 万円
※50 万円未満および 150 万円以上は対象となりません。
【申請〆切】 8 月 26 日㈮必着
（担当：経営指導員）

キャンペーン終了間近
火災保険の契約を見直しませんか？
ひょうご共済では、他社契約の「火災保険」の証券コピーをご
提出いただくと抽選で賞品が当たるキャンペーンを行っています。
保険契約の見直しやキャンペーンの応募をご希望の事業所は、
7 月 29 日㈮までに商工会にご連絡ください。（担当：大椿）

旬の話題を毎月お届けします
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事業復活支援金（国）の受給者が対象
「県 原油価格・物価高騰対策一時支援金」
兵庫県の施策として、原油価格や原材料高騰等への対策と
して、中小法人・個人事業主等を対象に「一時支援金」が支
給されます。なお、この支援金は国制度である「事業復活支援
金」の支給を受けた事業者等が対象となりますので、受給者の
方はすみやかに手続きください。
対象業種 全業種
支給対象 ①事業復活支援金（国制度）の受給者
②経営円滑化貸付（原油価格対策、原材料
価格・エネルギーコスト対策）の利用者
支給額
①のうち売上減少率 ① の う ち 売 上 減 少 率
が 50％以上の者
が 30％以上～50％
②の者
未満の者
中小法人 30 万円
中小法人 20 万円
個人事業主 15 万円 個人事業主 10 万円
申請期間 9 月 30 日㈮まで（消印有効）
申請方法については「商工会 LINE」ならびに別文書にて
改めてご案内します。
「商工会 LINE」を未登録の方は、この機会に
右の QR コードからご登録ください。
（担当：金高・宮内）

経営のお悩みに専門家がアドバイス！
無料の経営相談窓口
商工会では経営の専門家による無料の経営相談窓口（1
回 2 時間）を開設しています。予約制で職員も同席してサポー
トしますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
■相談日【7 月】 21 日、28 日
【8 月】 2 日、4 日、9 日、18 日、23 日、25 日
（担当：経営指導員）

自然災害や感染症対策のための BCP 策定・運用

兵庫県が無料で伴走型支援を行います
災害の被害を最小限に抑えて、円滑な事業継続を行うための
計画である「BCP」の必要性が、突発的な災害が増えているこ
のご時世で、今まで以上に問われています。
しかし「どのように作成すればいいか分からない」という声もあり、
計画作成に悩んでいる事業者も多くいらっしゃるようです。
そんな事業者のために、兵庫県では BCP の専門家から策定・
運用までを無料で学べる支援プログラムが実施されます。
STEP1 啓発セミナー＆個別相談会
BCP を理解する
STEP2 策定講座＆メールサポート
BCP を策定する
STEP3 演習＆社内研修・内部監査支援 BCP を運用する
※1 泊 2 日で集中的に学べるプレミアムコースも準備（有料）
【お問合せ】 兵庫県危機管理部防災支援課防災事業班
【T E L】 078-362-4336
【申 込】 WEB サイトの専用登録フォームから
お申し込みください。
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みみより Information
申込締切間近！
商工会の金融相談会 「一日公庫」
『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（案件により即日決定でき
ない場合もあり）となる融資相談の事です。コロナ・円安・資材
高騰等、夏を乗り切るための資金調達にぜひご利用ください。
※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。
【日時】 7 月 27 日㈬（時間応相談）
【場所】 中コミュニティプラザ 1 階会議室
【申込〆切】 7 月 20 日㈬

（担当：横畑）

多可町が窓口で配る「広告入り窓口封筒」
スポンサー募集中！（１枠 25,000 円）
多可町役場の各受付窓口で使用される「広告入り封筒」につ
きまして、本年も商工会が寄附者の役割を担うことになりました。
住民に自社の商品やサービスを広く PR しようとお考えの事業者
は、商工会にご連絡ください。
【封筒の規格と数量】
角型 2 号(322 ㎜×240 ㎜) ⇒ 2,000 枚
角型 6 号(229 ㎜×162 ㎜) ⇒ 14,000 枚
【広告費用】 １枠 25,000 円／1 年
※広告の取り決めについては町の HP で「多可町有料広告掲載
取扱基準」をご確認ください。
※広告デザインは印刷業者との打合せで作成できます。
※封筒は両面 2 色印刷です。
【スポンサー】 最大 8 社（先着・2 枠申し込みも可）
【申込期間】 8 月 10 日㈬まで
【お申込み】 商工会（℡：32-2161） （担当：後藤）

多可町の給食に子供たちが大好きなお菓子を

「多可町っ子いきいき献立」参画事業者募集
多可町では、給食を「生きた教材」として、地元食材を献立に
使用するなど、学校における食育の推進に努めています。その一
環として、子供たちが大好きなお菓子をメニューとして取り入れる
計画があり、お菓子を製造販売されている事業者（菓子製造
業許可事業者）に向けて参画を呼び掛けられています。
原材料高騰の中で厳しい面もあるかと思いますが、子供たちに
対する食育推進および地域で活躍している事業所 PR の観点
からもご検討いただき、希望される事業者は 7 月 22㈮までに商
工会へご連絡ください。
【実施日】 1 回目：9 月 14 日㈬、2 回目：令和 5 年 1 月
【規

【単
【数
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＝シリーズＳＤＧｓ①＝
廃棄物で生地染めした新ブランド立ち上げ

㈱ソーイング竹内（中区糀屋・縫製業）では
「エコアクション 21」の取得など SDGｓという言葉
が世の中に広まる前から、環境に配慮した事業活
動が行われています。そんな取り組みの総合的な
形として、キッチンファブリック（布製品のキッチン用品）新ブラン
ド「BF KITCHEN」を立ち上げられました。（QR コード参照）
エコファクトリーだからできるキッチンファブリックを強みにオーガニッ
クコットンを播州で織り、廃棄される食材を染料に太陽光発電
の電力で生産したエプロンやテーブルマットなどの商品が誕生して
います。商品タグにも廃棄米を使った紙を使用するなどの徹底ぶ
りで、生産過程で出る端切れもアップサイクルされています。衣類
廃棄・フードロスの環境問題を少しでもクリアにしていきたいという
思いが込められています。
＝＝＝＝＝＝＝＝
※今後シリーズで会員事業所の取り組みを紹介
していきます。掲載希望ありましたら、商工会まで
ご連絡ください。
（担当：本庄）

たかテレビ放送予定（7 月）
【あの店ってどんなとこ？】 ㈱connect（中区・昆虫販売）
【放送日時】 7 月 19 日㈫17 時～7 月 21 日㈭17 時まで

情報を提供してください！
空いている店舗・工場・倉庫はありませんか？
現在使用されていない空き店舗、工場、倉庫の情報がありま
したら、商工会まで情報をお寄せください！
商工会には、新規創業や事業拡大、町外からの移転をお考
えの方から空き物件の問い合わせが数多く寄せられています。情
報を提供いただければ、上手くマッチングできるかもしれませんの
で、ぜひご連絡ください。
（担当：横畑）

商工会公式 LINE にぜひご登録ください！
「一時支援金」などの重要な情報をお届けします！
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

＝＝＝＝＝夏季休館のお知らせ＝＝＝＝＝
商工会は 8 月 15 日㈪は休館とさせていただきます。

商工会は町内でのお買物を推奨しています。

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
ナッツ類や蕎麦を使用していないもの
E-mail：shokokai@taka-cho.jp
【事 務 局 長 】 後藤
各回の実施日前日には納品できること
【経営支援課】 本庄・宮内・横畑・松本・杉本
価】 1 個あたり税込み 60 円程度（応相談）
量】 1,750 個程度（多少増減あり） （担当：本庄） 【業務推進課】 松田・金高・西尾・石塚・大椿
格】 焼菓子など加熱されたもの（日持ちのするもの）

