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事業承継を躊躇する中小企業者を支援 

 県の「事業継続支援事業補助金」 

●若手起業家支援事業（35歳未満） 

  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：7/31㈬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：7/31㈬まで】 

●シニア起業家支援事業（55歳以上） 

  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：7/31㈬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：7/31㈬まで】 

●ミドル起業家支援事業（35歳以上～55歳未満） 

  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：6/28㈮まで】 

●UJI ターン起業家支援事業（東京 23区枠） 

  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：6/28㈮まで】 

 

 いずれも商工会への事前相談が必要です。創業を目指す方

にぜひおススメください。 

 

【担当：経営支援課】 

 

 親族内承継・第三者承継とも対象の、承継時に発生する費

用を補助する制度です。 

対象経費 店舗賃借料／広告宣伝等事務費／建物改修 

       費／設備費 

補 助 率 対象経費の 1/2 

補助金額 親族内300万円、第三者400万円（1年目） 

       ※最長 3年間補助 

※商工会の指導による事業承継計画の提出が必要 

【担当：経営支援課】 

 

事業承継を契機としたチャレンジを応援する 

  国の「事業承継補助金」 
  事業承継や M&A を契機として、経営革新等を行う中小企

業者に、その取り組みに要する経費を補助する事業です。 

  

対象者 

●平成 28 年 4 月 1 日から、令和元年 12 月 31 日までの

間に事業承継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貢献する中小企業者等であること 

●経営革新や事業転換などの新たな取り組みを行うこと 

  

対象経費 

 人件費／店舗等借入費／設備費／原材料費／謝金／ 

 旅費／知的財産権等関連経費／マーケティング調査費 

 広報費／会場借料費／外注費／委託費 

 【事業所の廃止、既存事業の廃業・集約が伴う場合】 

 廃業登記費／在庫処分費／解体・処分費／原状回復費 

 

補助率・補助金額 ※支援は 2つの型。下限額は 100万円 

型 規 模 補助率 補助上限額 

後
継
者
承
継 

・小規模事業者 

・従業員数が小規模事業

者と同規模の個人事業主 

2/3 

100万円 

～200万円 

小規模事業者以外 1/2 ～150万円 

事
業
再
編 

事
業
統
合 

審査結果上位 2/3 ～600万円 

審査結果上位以外 
1/2 

～450万円 

  

公募期間 

 令和元年5月31日(金)19:00まで（電子申請が原則） 

※商工会等が発行する認定経営革新等支援機関の確認書

の提出が必要ですので、余裕をもってお問合せください。 

【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 

 

ひょうご活性化センター 助成

   

検索 

新たな雇用創出のためのものづくり支援 

県の「IoT・AI・ロボット導入補助金」 

 ものづくりの高度化、スマート化、生産性向上等を図る際に

要する費用を補助する事業です。 

 

対象者 

 「ひょうご次世代産業高度化プロジェクト」の対象分野・業種

の事業者で、平成 31年 4月 1日から令和 2年 6月 30日

の間に、県内での新規正規雇用を行う事業者 

対象経費 人件費／設備賃借費／設備サービス利用費 

       原材料費／外注費／消耗品費等 

   ※設備などの備品費は対象外（総事業費には含む） 

補 助 率 総事業費の 1/2 

補助金額 500万円／社 4名雇用 

       250万円／社 2名雇用 

       100万円／社 1名雇用 

        50万円／社 1名雇用（努力義務） 

公募期間 令和元年 5月 31日(金) 17時必着 

【担当：経営支援課】 

 

事業承継補助金

 

  

検索 



★4 つの登録メリット★ 

さまざまな補助が受けられます！！ 

従業員の「健康の場づくり」を支援！ 

専門家による健診や研修などが受けられます！ 

企業のイメージアップにご活用いただけます！  

 

【健康づくりチャレンジ企業支援メニュー】 

1. 健康教室等の開催費補助金 補助金：上限 10万円 

2. メンタルヘルス改善に対する支援 費用：無料 

3. がん検診受診費用補助 補助額：1人上限 2,000円 

4. 健康管理機器等の整備費補助金 補助額：補助対象

経費の 1/2相当額（1事業所に 100万円が上限） 

5. 歯科検診受診費補助金 補助額：1人上限2,000円 

6. 研修会、検診等への専門スタッフの派遣 

7. 健康づくり推進サポート企業による応援 

8. 骨髄ドナー確保等活動支援金 交付額：10万円 

9. 健康づくりの情報提供 

なお、6.7.については 1.の補助金が利用できます。 

 詳しくは、兵庫県健康福祉部健康増進課まで 

  TEL078-341-7711（内線 3244） 

 

 

 機械産業技術に関わる独創的な研究開発と新製品の製

造、製品の品質・性能の改善、または生産の合理化に顕著な

業績を上げた研究開発者、企業等を表彰します。 

【申請書類】 下記 URL より応募要項・様式ダウンロード 

         http://www.jspmi.or.jp/tri/prize/ 

【お問合せ】 (一財)機械振興協会 TEL042-475-1168 

【  賞  】 経済産業大臣賞 80万円 

        中小企業庁長官賞 50万円等     

【〆   切】  5月 31日必着 

 

 

 

 

兵庫県健康づくりチャレンジ企業 

ご登録ください！ 

 
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.44-2 

発行：多可町商工会 

消費税増税に打ち勝つ 

スマート会計＆決済セミナー ただいま計画中 

令和 2年 3月新規学校卒業予定者 
求 人 受 理 説 明 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 

 【事務局長代理】 後藤 

 【経営支援課】 後藤・本庄・横畑・杉本 

 【業務推進課】 足立・金高・遠藤・宮内・石塚 

 

中コミュニティプラザ（旧中央公民館）1階 

（多可町中区茂利 20） 

会計と決済をカンタン・スマートにできる方法を学ぶセミナーを

5月と 6月に開催します。詳細案内は次回の「みみより」で。 

 

昼の部…5月 31日（金） 14:00～16:30 

夜の部…6月上～中旬    19:00～21:30 

『消費税』と『レジ導入』と『キャッシュレス決済』が一度に学べ

るチャンスです。                 （担当：本庄） 

商工会館 移転しています 

 ハローワーク加古川・明石・西脇では、管内の事業主を対象

として新規学校卒業予定者求人受理説明会を開催します。 

1. 開催日 

【加古川会場】  令和元年 5月 20日(月) 

 加古川プラザホテル 鹿児の間 

【明石会場】   令和元年 5月 21日(火) 

 明石商工会議所 7階大ホール 

【西脇会場】   令和元年 5月 24日(金) 

 北はりま職業訓練センター講堂 

2. 開催時間 

各会場共 14：00～16：00（受付は 13：30～） 

3. 参加申込 

下記問合せ先にご連絡ください。 

求人受理説明会の参加にあたっては、説明会当日受付

において出席票をご提出いただきます。 

4. 問い合せ先 

加古川公共職業安定所 学卒部門 

TEL079-421-8638 

機械振興賞 受賞候補者募集  

集まれ進化系企業！！ 

兵庫県 チャレンジ企業  検索 

正面玄関入って右側に

事務所があります。 


