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小規模事業者持続化補助金（通称：持続化補助金）
小規模事業者が、商工会・商工会議所
の支援を受けながら経営計画書を作成
し、取り組む販路開拓とそれに合わせ
て行う業務効率化を支援します。

補助上限

補助率

50万円

2/3

※条件により補助上限100万円

〈こんなモノが対象〉
① 売上アップにつなげるためチラシを作って対象エリアにポスティング又は折込
② ＨＰリニューアル＆スマホ対策・イチオシ商品をＰＲする写真入り
看板の設置 etc
売上アップにつなげる販路開拓にはこれがオススメ！年度内に 4 回の
締切があり、継続的に募集するように変わりました（通年公募）。

補助上限
1,000万円

補助率
小規模事業 2/3

※条件により補助率 2/3

〈こんなモノが対象〉
・金属部品を高精度で製造する最新マシニングセンタ導入
・新製品開発のための製造機械導入 etc

重要！

A 類型 150万円
B 類型 450万円

1/2

※条件により
補助率 2/3

etc

国に認められたソフトメーカー業者等が申請支援を行います。
こちらも通年公募の予定です。
支援事業者一覧は IT 導入補助金で検索

事業承継補助金

※電子申請が条件です

事業承継と事業再編や統合をバックアッ
補助上限 補助率
プして、企業の新陳代謝を活発にします。 Ⅰ型 225万円
1/2以内
①経営者の交代（Ⅰ型）
Ⅱ型 450万円
②事業再編・事業統合（Ⅱ型）
※条件によって補助上限の
※新しい商品・サービス提供、新分野進出など

上乗せ・補助率が 2/3

〈こんなモノが対象〉
・経営者の交代を機に新規事業を立ち上げ、生産性アップ
・家電小売業と電気工事業が統合して地域密着サービス開始

革新的 な事業計画が必要で難易度は高めですが補助額も大きく、年度内に5次締切まで設
ける予定です。商工会が全力でサポートするので、
チャレンジしてみませんか( • ̲ • )b★

補助金申請は

補助上限 補助率

〈こんなモノが対象〉
・顧客管理ツールを導入して効率的な営業
・販売管理ツールを導入して効率的な事務作業

国の補助金情報

中 小 企 業 1/2

※電子申請が条件です

バックオフィス業務の効率化や新たな
顧客獲得など付加価値向上に繋がる IT
ツールの導入をサポートします。

知らないと損！

ものづくり補助金（一般型）※電子申請が条件です
中小企業・小規模事業者が取り組む
革新的サービス開発・試作品開発・
生産プロセスの改善を行うための設
備投資等を支援します。

ＩＴ導入補助金

電子申請

前回と比べ補助上限が大幅アップ↑↑事業承継を機に新しい事業にチャレンジ
して伸びる企業を目指しましょう！

に変わっていきます !!

補助金電子申請システム「J グランツ」を使うためには「gBizID プライム」アカウントが必要
になるので、早めの登録がオススメ！
※登録無料。web で登録して、印鑑証明などを郵送する必要あり !!
gBizID
アカウント取得まで 2 〜 3 週間かかります。

補助金活用事例 国の補助金でガッチリ
！
餅つき機が古くて故障が増えていた時、この補助
金を耳にし、商工会へ相談すると、即、説明会に
出 向き情 報 収 集してく
れ まし た。当 社 は 2人
代表取締役だったのを
後継者のみにすること
で条件クリア！
そして、この補 助 金で
新型餅つき機を入替生
産 性 は ほ ぼ2倍 以 上。
年末の繁忙期もバッチ
リでした。

「新規事業の毎日マート（置き薬の飲み物・お菓
子版）の契約を増やしたい！」と相談したら、こ
の補助金をススメられ、チャレンジしました。さ
らに、商工会の専門家派遣で指導を受け、作成し
たホームページは今
まで取引の無かった
地場大手企業からお
問合せがあり、受注
急増 !! ホームページ
の威力に驚いていま
す。

当社は、生活用鉄製品から建築鉄骨まで扱う
「街の鉄
工所」です。創業時に購入した機械の老朽化による作
業時間の短縮化が課題でした。商工会に相談してみた
ら
「ものづくり補助金」
をススメられ、チャレンジした結
果、
「バンドソーマシン」
を導入。
「角度切り」工程が自動
化され、
なんと作業効率が
「6倍」
にアップしました。

URL：http://www.mainichi.in/

補助金のご相談は商工会まで！

商工会に
ついて

商工会は国の法律に基づいて設置された、地域唯一の公的支援機関です。
我々には守秘義務があるので安心してご相談ください。
赤磐商工会では加入金 1 万円、年会費は個人事業 8 千円から、法人は 13,000 円からです。
（年会費は従事者数によって変動）
なんと 1 日当たり 63 円 !! のご負担で加入できます。ぜひご検討ください (^^)/

新型コロナウイルス対策支援
資金繰り支援

従業員がいる方への支援策

新型コロナウイルス感染症特別貸付〈通称コロナ特貸〉
【対 象 者】コロナの影響で業況が悪化し、最近１ヶ月の売上高が前年又は
前々年の同月と比較して 5％以上減少した方。
※業歴が短い方は別条件での対応。
【貸付期間】設備20年・運転15年以内 【融資限度額】国民事業6千万円
【金

※令和2年4月20日現在

利】当初3年間基準金利▲0.9％（4年目以降1.36％）
国民事業1.36％→0.46％

雇用調整助成金の特例措置
【対

象】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全事業主

【期

間】令和 2 年 4 月 1 日〜 6 月 30 日までの期間

①休業手当に対する助成率引き上げ（中小企業 4/5）
②解雇等を行わない場合の助成率引き上げ（中小企業 9/10）
③雇用保険被保険者でない労働者も対象

特別利子補給制度で 3 年間は実質的に無利子化！

etc

小学校等臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

（個人事業主の方は全て無利子化されます。小規模法人の方は
売上高 15% 減が無利子化の条件です。ご注意下さい。）
申込書類は全て郵送になりました。
※書類は、事前に商工会でチェックを受けてから郵送することをオス
スメします。
【送り先】日本政策金融公庫 岡山支店 国民生活事業
〒700-0904 岡山市北区柳町1-1-27 太陽生命岡山柳町ビル7F

【対

象】臨時休業した小学校等に通う子の保護者に対し、有給
（賃金全額支給）の休暇を取得させた事業主

【助成内容】休暇中に支払った賃金相当額（10/10）
※1 日 1 人当たり 8,330 円が上限

働き方改革推進支援助成金
①テレワークコース

セーフティネット保証（取引のある金融機関へご相談下さい）
【４号】 別枠最大 2.8 億円、借入債務の 100% を保証。（売上高前年
同月比 20% 以上減少等の場合）
【５号】 指定された業種が対象。別枠最大 2.8 億円、借入債務の80%
を保証。（売上高前年同月比 5% 以上減少等の場合）

【対

象】テレワークを新規・試行的に導入する中小企業事業主

【期

間】令和２年２月１７日〜５月３１日

【支給対象】テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使
協定等の作成・変更、労務管理担当者に対する研修etc
【支給上限】100 万円 【補助率】1/2

②職場意識改善特例コース

新型コロナウイルス対策マル経 〈通称コロナマル経〉
【対 象 者】上記のコロナ特貸と同じです。
【用

途】設備・運転

【貸付期間】設備 10 年・運転 7 年以内

商工会に
お申込み

ください

【融資限度額（別枠）】国民事業1千万円
【金

！

利】当初3年間基準金利▲0.9％（4年目以降1.21％）
国民事業1.21％→0.31％

Facebook メルマガ

に今スグ登録しよう！

Facebook
特 徴
その１

お手元のスマホに定期的
に情報が届きます！

いつでもどこでも見れるので便利！

特 徴
金融・助成金・補助金・
その２
セミナー・各種イベントなど、
経営に役立つ情報が盛りだくさん！

ぜひぜひフォローしてください。 Facebookで
赤磐商工会
お願いいたします〜 m(̲ ̲)m

【対

象】特別休暇制度を新たに整備し、特別休暇の取得促進に
向けた環境整備に取り組む中小企業事業主

【期

間】令和２年２月１７日〜５月３１日

【支給対象】①就業規則等の作成・変更
②労務管理用ソフトウェアの導入・更新
③小売業の POS 装置など労働能率の増進に資する設備・
機器等の導入・更新 その他 7 つの取り組み
【支給上限】50 万円 【補 助 率】3/4（条件により 4/5）

補助金・コロナ対策・セミナー等お役立ち情報を直接お届け！
メルマガ登録
希望の方は

・件名に
・本文に

メールマガジン

各種
情報は お役立ち
メー
配信中 ルでも
！

あかいわメルマガ登録希望
事業所名
ご担当者
登録するメールアドレス を書いて

akaiwa@okasci.or.jp

へ送信！

