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補助金活用事例

商工会をうまく使ってガッチリ！
事業承継 をガッチリ支援！

を使ってガッチリ！
「小規模事業者持続化補助金」

【山陽地区】株式会社ファインプロジェクト
代表取締役

【吉井地区】 近 江 農 機 店

藤原一雄さん

代表

当社は、参列者が 20 名程度までの家族葬専門の葬儀業
を営んでいます。コロナ禍で遠方のご親族等が参列でき
る、赤磐初のオンライン葬儀を経営指導員に相談し、導
入しました。配信設備や運用のアドバイスを受けながら、
持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）に申請し、
採択を受けることができました。
現在、オンライン葬儀の利用率は 50％を超えており、
今後も商工会に相談しながら事業の拡大を目指します。

近江則昭さん

高齢の父から事業承継を考えていましたが、何をすれば良
いか分からず困っていたところ、知り合いの事業所から商工
会を紹介されました。
相談してみると、経営指導員が親身になって相談に乗って
くださり、「岡山県事業承継ネットワーク」の公認会計士と連
携したことで、スムーズに承継することができました。
その後、経営状況の把握や節税対策のために商工会の記帳代行を申し込み、
分からないことを気軽に相談できるようになったので非常に助かっています。

国・市の補助金でガッチリ！
小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

販路開拓等（チラシ作成等）の取り組みを支援します。
①通常枠、②賃金引上げ枠、③卒業枠、④創業枠、⑤インボイス枠
補 助 率
原則 2/3 ②の赤字事業者は 3/4
①50 万円、②〜④200 万円、⑤100 万円
補助上限
10 次締切：12 月上旬予定
申請期限

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（もの補助）
先端的な製品・サービス開発、生産プロセスの改善に必要な設備・
システム投資等を支援します。
①通常枠、②回復型賃上げ・雇用拡大枠、③デジタル枠、④グリーン枠
補 助 率

補助上限
申請期限

事業承継・引継ぎ補助金

事業承継やＭ＆Ａをきっかけとした新しい取り組みや廃業・再チャレンジ
を行う中小企業等を支援します。

原則 2/3、①の中小企業は 1/2
①〜③750 万円〜 1250 万円、
④1000 万円〜 2000 万円（従業員規模で変動）
12次締切：10月24日
（月） ※本年度は13次締切まで予定

補 助 率
補助上限
申請期限

以下の補助事業が始まります。
※申請はいずれもオンライン申請のみ。
（1）岡山市省エネ機器導入補助金
中小企業者の事業用省エネ機器の導入・設置経費の一部を助成する補助金です。
申請期間は10月3日〜12月23日まで

（1）通常枠 Ａ類型・Ｂ類型
業務を効率化するＩＴツール導入・クラウド利用等を支援します。
1/2 以内
Ａ類型 150 万円未満、Ｂ類型 450 万円以下
7 次締切：10 月 31 日（月）（予定）

今回は PC、タブレット等も対象
（2）デジタル化基盤導入類型
会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・EC ソフトいずれかの
ＩＴツール導入と、それに合わせたＰＣ等導入を支援します。
ＩＴツール 1 機能以上
ＩＴルール 2 機能以上

詳細は

＋

新規加入会員のご紹介
新規加入会員のご紹介
サービス内容

地区

岡山市省エネ機器導入補助金

詳細は

岡山市エネルギー価格高騰緊急対策支援金

検索

原油価格高騰で経営が圧迫される運送業者(※)を支援す
＜赤磐市＞ るため、トラック1台につき3万5千円を支給します。
する
※貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第3条又は第35条の許可を得ていること。

※詳細は、各補助金・支援金のホームページを確認！

2022年5月〜2022年9月の間に
会員として加入されたみなさまです。
事 業 所 名
サービス内容
地区

あんだんて㈱

障がい福祉サービス 赤坂 ㈱Media Press

Kakara Woolworks

織機・紡ぎ車等輸入販売 熊山 ひなた司法書士事務所 司法書士事務所

Boulangerie Pinaud

パン製造小売業

HOMESALON SUI
万事屋ファミリー

熊山 オフィスカメリア

検索

（2）岡山市エネルギー価格高騰緊急対策支援金
エネルギー価格高騰の影響を大きく受けている中小企業者の負担軽減を図る
ための緊急的な支援金です。申請期間は10月21日〜12月23日まで

補助率3/4以内・補助上限50万円以下 ⎫
⎬いずれか
補助率2/3以内・補助上限350万円 ⎭

PC・タブレット等
補助率1/2以内・補助上限10万円
レジ・発券機等
補助率1/2以内・補助上限20万円
申請期限 13次：10月17日
（月）、14次：10月31日
（月）
（予定）

事 業 所 名

原則 2/3、一部 1/2
150 万円〜 600 万円
３次：１１月下旬予定、
４次：令和５年２月上旬予定

＜岡山市＞

IＴ導入補助金
補 助 率
補助上限
申請期限

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編等に必要な
建物・設備投資等を支援します。
①通常枠、②大規模賃金引上枠、③回復・再生応援枠、④最低賃金枠、
⑤グリーン成長枠
補 助 率 1/3 〜 3/4
補助上限 100万円〜1.5億円 ※申請枠、従業員数等で変動
申請期限 未定 ※本年中、あと1回公募予定あり

アウトドア専門サイト運営 山陽
山陽

赤磐商工会 会員募集中 !!
商工会は、
「商工会法」に基づき、中小企業、
特に、小規模事業者を支援する公的支援機関です。
創業から労働保険、税務、融資や補助金申請などの

チラシ・HP・動画作成 山陽

経営計画づくりのご相談をうかがっていますので是非、

温石ボディエステ 熊山 船木デンタルラボ

歯科技工所

瀬戸

ご加入ください。

中古品買取・販売 熊山 近江農機店

農機具小売業

吉井

㈱ロイヤルコーポレーション 労働安全衛生教習所 山陽

費用は、加入金1万円、年会費は個人事業の方は
8千円〜、法人の方は1万3千円〜です。

各 種 セミナ ー のご案 内

経営に役立つ！
白色申告や青色申告10万円控除の方、
経理初心者の方必見！

商売をしていると避けて通れない決算申
告。毎年「税金が高ぇ！」
とおっしゃる方、青色
申告控除65万円は取れていますか？今回
は、決算申告から65万控除を取るための仕
訳のルール、帳簿のつけ方を本会スタッフが
分かりやすく説明します！

日 時

10月26日
（水）
昼の部 13時30分〜15時
夜の部 18時〜19時30分

商工会から
「お客様の声を聞いてますか？」
と言われてもよくわからないあなた

売れた! 売れた!
受講料
「お客様の声」で売れました! 無料
極貧会社を激変させた

「魔法のシート」活用法

「お客様の声が大事」
と言いますがなかなか
うまく使うことができません。今回は、お客様
の声と言えば門司港の干物屋
じじやの秋武さんと言われる
達人をお招きして、直接ノウハ
ウを伝授していただきます。

日 時 11月22日(火)
19時〜20時30分
講 師 門司港のじじやのひもの
代表取締役 秋武政道
〆 切 11月11日（金）

セット受講がオススメ！

個人事業主向け
帳簿のつけ方講習会

「決算書の使い方」説明会
〜お金はそこに落ちている！
5Sで儲かる会社になる方法〜
5S活動が定着している会社は儲かる体質に
なっていて、その結果は数字に現れます。今回
は、
『決算書のムダ』の見つけ方とその
改善方法を中心に、5Sとの関係を
お話しします。

日 時
講

11月9日
（水）
昼の部 13時30分〜15時
夜の部 18時〜19時30分
師 経営指導員 髙森 聖司（中小企業診断士）

〜令和5年夏以降に始まる返済は大丈夫ですか？〜

ゼロゼロ
融資終了！

返済が始まった後の
金融はこう変わる！

銀行は？信用金庫は？公庫は？保証協
会などの対応はどう変わる？
ゼロゼロ融資を3年据え置きで借り
た方の返済が令和5年夏からスタート
しますが、すでに、国や金融機関は動い
ています。そこで、今後の資金繰りの対応について
情報提供します。
ぜひ、
この機会に資金繰りについて学んでみましょう。

日 時
講

令和5年1月23日(月)
10時〜11時30分
師 藤本宏司（事業再生のエキスパート）

運送業、建設業を経営し、事業再生の実務で鍛えた知識と
ノウハウみなさんにお伝えします。
※金融機関の方の受講はお断りします。

上記セミナーはZoomでのオンライン配信で各事業所から参加できます。また、商工会会場（山陽・吉井・瀬戸）でも受講可能です。

インボイスの登録しましたか？
取引先から「インボイスの登録した？」「インボイス登録しな
いなら値引きさせてもらう」等と言われたことはありませんか？
消費税を納めていない方も納める必要があります。
その理由は、取引先が消費税を納めていたら、
みなさんに払った代金に含まれる消費税を納める
計算で「マイナス」できないからです。
インボイスは令和5年10月1日開始なので、
申請は令和5年3月31日までに済ませましょう！

専門家の

3 事業者限定！無料！

お金が減っている理由が分からない、来年からの借金
返済が不安、儲からない理由がよく分からない。
こんな
方におススメです。今回、資金繰りや財務会計のプロが
1社1時間限定で個別にご相談承ります。

日 時
場
講
〆

11月12日
（土）
13時〜16時
1事業者1時間限定最大3コマ
所 赤磐商工会瀬戸支所
師 渡辺良勝（経営コンサルタント）
切 10月31日(月)

※完全予約制のため、当日飛び込みはできません。

あかいわ創業塾2022
「何をすればいいのか、わからない」 あなたの悩みを
解決します！
各分野の専門家が、
さまざまな視点から
「創業」
につい
ての知識をお伝えします。
申込は、QRコード又は、お電話
（086-955-0144 担当：国田)
でお気軽にお申込みください！

日 時

11月12日・26日、
12月3日・10日
（すべて土曜）
14時〜17時
赤磐市下市357-7
対象者 創業を目指している方、
創業5年未満の方
定 員 20名
受講料 3,000円
※詳細はあかいわ創業塾の HP をご覧ください。

コロナ特別融資（通称ゼロゼロ融資）の3年据置が
終わり、来年7月頃から返済が始まる方が一気に増える
見込みです。
収益が改善していない場合、返済できないことも予
想されますので、心当たりのある方は今から準備しま
しょう。商工会には経営安定特別相談窓口があり、専門
家を交えて資金繰りの相談ができます。不安を感じたら
お早めにご相談ください。

三女が保育士を目指し実習＆就活中です。早く就職が決まっ
てほしいのですが、子供はのんびりなのでちょっと「イラっと」
してしまいます（笑）後は5年生の次男のみ。まだまだ、老後
をのんびりと考えられない原地です。
！ 平日６キロ、土日１０キロ走っ
健康診断の結果は「肥満」
ても体重には影響なし。食べなきゃいいのですが（笑）来年
度の健康診断前は絞ろうと思ってます。

赤磐商工会

「経営無料個別相談会」

コロナ融資の返済は大丈夫ですか？

支援課長の
【趣味】野球・ソフトボール・駅伝・マラソン観戦、ランニング
「原地慶充」です。【ちょっと一言】

詳細は

岡山県最低賃金が改訂されます
地域別最低賃金
時間額

892円

効力発生日
令和4年
10月1日

地域別最低賃金は、県内で働く
すべての労働者に適用されます。
詳細は岡山労働局ホームページ

岡山労働局

動物園に行きたい 【趣味】家でまったり過ごすこと
「小坂美季」です 【ちょっと一言】
PUI PUI モルカーというコマ撮りアニメにどっぷりハ
マってしまい、その影響でリアルなモルモットにも興味
津々です。以前、動物園で抱っこさせてもらったことはあ
りますが、有名な「大行列」の様子は見られず…。最近は
動物園のスタッフさんが youtube に動画をアップしてく
れているので、休日は家にこもってモルモット動画を眺め
ています。

