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事業承継を契機としたチャレンジに

夢追う創業者を「国」がサポート

「事業承継補助金」が公募スタート

「地域創造的起業補助金」が公募スタート

事業承継を契機として、経営革新や事業転換等を行う中小
企業者に対して、その新たな取り組みに要する経費の一部を
補助する事業です。

新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国の経済を活性
化させることを目的に、新たに創業する者に対して、創業等に
関する経費の一部を助成する事業です。

対象者
●平成 27 年 4 月 1 日から、補助事業期間完了日（最長
平成 30 年 12 月 31 日）までの間に事業承継（代表者の
交代）を行った者または行う予定の者
●取引や雇用によって地域に貢献する中小企業であること
●経営革新や事業転換の新たな取り組みを行うこと など

対象者
新たに創業する者（中小企業者）であること
※平成 30 年 4 月 27 日以降に創業する者
※事業実施完了日までに、計画した補助事業の遂行のため
に新たに従業員を 1 名以上雇用すること など
対象事業
・新たなビジネスモデルによって需要や雇用を創出する事業
・金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業
・地域の需要や雇用を支える事業 など
対象経費
人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産権
等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、
外注費、委託費
補助率・補助金額
類 型
補助率
補助金額
50 万円以上
外部調達資金がある場合
1/2
～200 万円以内
50 万円以上
外部調達資金がない場合
1/2
～100 万円以内
公募期間
平成 30 年 5 月 22 日(火)まで（当日消印有効）
【担当：経営支援課】

対象事業
以下に例示する経営革新等を伴うものであること。
・新商品の開発又は生産
・新役務の開発又は提供
・商品の新たな生産又は販売方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入
・その他の新たな事業活動で販路拡大や新市場開拓、生産
性向上等、事業の活性化につながる取り組み
対象経費
Ⅰ.人件費
Ⅱ.事業費
申請関係経費、店舗等借入費、設備費、原材料費、
知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調
査費、広報費、会場借料費、外注費、
Ⅲ.委託費
Ⅳ.廃業費
廃業登記費、在庫処分費、解体費及び処分費、原状回
復費
補助率・補助金額
規 模
補助率
補助金額
・小規模企業者
100 万円以上
・従業員数が小規模企業
2/3
～200 万円以内
者と同規模の個人事業主
小規模企業者及び従業員
100 万円以上
数が小規模企業者と同じ
1/2
～150 万円以内
個人事業主以外
※その他条件によって上乗せもあり
公募期間
平成 30 年 6 月 8 日(金)まで（当日消印有効）
※商工会が発行する確認書の提出が必要になりますので、余
裕をもって申請ください。まずは商工会にお問合せを。
【担当：経営支援課】

夢追う創業者を「県」がサポート
兵庫県による各種助成金を紹介
●若手起業家支援事業
上限 100 万円（空き家活用の場合：最大 200 万円）
助成率 1/2 【受付期間：7/12㈭まで】
●女性起業家支援事業
上限 100 万円（空き家活用の場合：最大 200 万円）
助成率 1/2 【受付期間：8/2㈭まで】
●シニア起業家支援事業
上限 100 万円（空き家活用の場合：最大 200 万円）
助成率 1/2 【受付期間：8/9㈭まで】
●ふるさと起業・移転促進事業（兵庫県への UJI ターン起業家）
上限 200 万円（空き家活用の場合：最大 300 万円）
助成率 1/2 【受付期間：9/27㈭まで】
ひょうご産業活性化センター 助成

【担当：経営支援課】
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出品料や物流費などが無料！
通販サイト『ニッポンセレクト』出品事業者募集中
2014 年 2 月に開設した全国商工会連合会（以下、全国
連）の公式サイト「ニッポンセレクト.com」は、現在約 10,000
アイテムを揃え、商品 PR 及び販売を行っています。
このサイトの特徴は、全国連という信頼のおける全国組織が
運営していることはもちろんのこと、 出品料・商品撮影・物
流費・決済代行がすべて無料というおどろきのサービスにあ
ります。
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平成 31 年 3 月新規学校卒業予定者
求人受理説明会開催のご案内
管内の事業主を対象に、ハローワーク西脇が開催します。
【日時】 5 月 22 日(火) 14:00～16:00(受付 13:30)
【場所】 北はりま職業訓練センター 講堂
（西脇市平野町 189-1）
【申込】 加古川公共職業安定所 学卒部門
℡079-421-8638
※加古川・明石でも開催予定。詳細はお電話ください。

県産品販路拡大のための兵庫県フェアを東京で開催

「東京マルシェ“兵庫県フェア”」出展者募集
県産品の販路拡大や県内の交流・移住人口増大の取り組
みとして、東京都内で「兵庫県フェア」が開催されます。
【時期】 7 月 12 日㈭～16 日㈪の 5 日間
【場所】 東京シティアイ イベントスペース(東京都千代田区)
【内容】 物販、試食・飲食、観光 PR、移住相談等
※旅費・運搬費等は各自負担。会場費等は県負担。
【〆切】 5 月 15 日㈫
【担当：宮内】
さらなる販売強化に向けて新たに商品募集を行っていますの
で、この機会にぜひ募集してみてはいかがでしょうか。
【募集期間】
4 月 18 日㈬13:00 ～ 5 月 17 日㈭17:00
※詳細はお問合せください。
【担当：本庄】

ニッポンセレクト

HP に注目ください！役場新庁舎で使う

「事務機器・備品」入札者募集！
多可町役場では、本年 9 月に新庁舎が竣工し、10 月下旬
から業務が開始されるにあたり、新庁舎で使用する「事務機
器・備品」の入札業者募集について、5 月 9 日に多可町ホーム
ページで公開の予定です。
つきましては、多可町では町内事業者の参入を強く希望され
ていますので、内容をご確認いただき、取引業者らとの連携も
含めて入札にご参加くださるようお知らせいたします。
【公開場所】

多可町 HP（トップ画面左下：入札情報）
https://www.town.taka.lg.jp/jigyo/
tender-info/

【公 開 日】

5 月 9 日（水）
【担当：原田・後藤】

西日本エリアの小売業界に PR！
フードストアソリューションズフェア出展者募集中！！
消費者のニーズに応え、差別化を図れる品揃えを求めてい
る小売業と、新たな販路開拓を求めている地域の銘品を取り
扱うメーカーを結びつける「おいしい出会い」の場としての展示
会が開催されます。西日本エリアの小売業界に PR できる最大
のチャンスです。
【日程】9 月 20 日(木)、21 日(金)
【会場】インテックス大阪 6 号館 A
【出展料】1 小間 25 万円(税別) ※スペースのみの料金です
【出展対象者】食品メーカー、地域特産品生産企業 等
【申込締切】5 月 31 日(木)
【お問合せ】フードストアソリューションズフェア
2018 運営事務局 ✉info@fair-kansai.jp
※ご希望の方は、直接お問合せ先にご連絡ください。

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
【業務推進課】 足立・遠藤・岸本・宮内・石塚

