
 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶ がんばる中小企業者応援補助金  ○町給付 

 

 

 

 

 

対象要件   次の条件をすべて満たす方 

・皆野町内に店舗、工場又は事業所が所在している中小企業者または令和４年４月１ 

日以降に町内で創業する中小企業者であること 

・新分野への挑戦、販路拡大やデジタル化による生産性の向上を図る事業を実施する 

こと 

・町税を滞納していないこと 

 

  対象事業例  例 1）レストランだけど移動販売やテイクアウトにも挑戦したい！ 

           ➝テイクアウト用容器代や移動販売車の購入／リース費用を補助 

         例 2）コロナ禍を契機に新しいことに挑戦してみたい！ 

           ➝免許の取得費や製品の原材料費等を補助 

         例 3）手作業でやっていた事をデジタル化して効率的に仕事したい！ 

           ➝パソコン等機器代とアプリケーションの導入費を補助 

 

対象経費   ・原材料費または副資材費 

       ・機器／車両等購入費又はリース費用 

       ・外注費 

       ・免許等の取得／登録費 

       ・備品又は消耗品費（文房具を除く） 

 

補助率    対象経費の 1/2（補助上限額：５０万円） 

申請期限     令和５年１月３１日まで 

申請書類   皆野町 HP、又は産業観光課・商工会窓口で配布しています。 

 

問い合わせ  産業観光課 ☎ 62-1462 
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みなの企業支援 

 
皆野町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者を支援しています。 

今回は、令和 4 年度における中小企業・個人事業主の支援策についてお知らせします。 

かわら版 vol.1３ 

●ウィズコロナ時代に対応した事業を実施する町内事業者を支援する皆野町独自の

補助金です。 

●新分野への挑戦、販路拡大やデジタル化による生産性向上を目指す事業者が対象で

す。 



❷ 運送事業者支援給付金 ○町給付 

 

 

 

 

対象要件    次の条件をすべて満たす方 

・皆野町内に、バス、タクシー、トラックや貨物軽自動車を使用する事業の営業所 

を有していること 

・皆野町内で、令和 4 年 4 月以前から営利を目的とした事業活動を行い、事業収 

入を得ていること 

・今後も事業活動を継続する意思があること 

・町税の滞納がないこと 

 

補助金額    バス事業者        対象車両 1 台につき 2 万円 

        トラック運送事業者    対象車両 1 台につき 2 万円 

        タクシー事業者      対象車両 1 台につき 1 万円 

        貨物軽自動車運送事業者  対象車両 1 台につき 1 万円 

 

    ※対象車両 … 使用の本拠の位置が皆野町内である事業用車両 

 

申請期限    令和 4 年 12 月 28 日（水） 

申請書類    皆野町 HP 又は産業観光課窓口で配布しています。 

 

お問合せ    産業観光課 ☎ 62-1462 

  

 

❸ 専門家による“よろず相談”受付中！（無料） 
 

 

 

 

相 談 日  第１木曜日、第２火曜日、第３木曜日、 

       第４火曜日 

時  間  午前９時から午後５時（予約制） 

※1 回の相談時間の目安は約 60 分 

※必要に応じて何度でも相談可能 

実施期間  令和５年３月２８日(火)まで 

対  象  皆野町内の事業者、創業予定者等 

場  所  皆野町商工会館 2 階 青年部研修室 

 

予約申込先 皆野町商工会 ☎ 62-1311 
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●燃料の価格上昇に影響を受けている町内運送事業者を支援します。 

●売上減少の条件等はありません。 

●皆野町及び商工会では、経営の専門家による無料相談を実施しています。 

●補助金の申請方法は？ 新しい事業に挑戦したい！ 創業に向け相談したい！ 

など、経営に関する困りごとを専門家（中小企業診断士）に無料で相談できます。 

正村 義明氏  海老沼 彰氏 



❹ 皆野町サテライトオフィス利用促進補助金 ○町補助 

 

 

 
町民限定お試しプランとは… 

 

・皆野町民向けに用意された令和４年度限定のプラン 

・最初の 30 分間、コワーキングスペースの利用が 2 ヶ月間無料 

・レーザー加工機やデジタルミシンなどを体験できる体験会利用券 1 回分付属 

 

➝町が補助するので、申込時から自己負担なしでご利用できます！ 

➝申込を受けたみなの LABO から直接町へ申請されるので、個人で町へ申請する必要 

もありません！ 

※プランのグレードアップや所定の利用時間を超えた場合などは支払いが必要です。 

  

 申込場所  働 Co-factory みなの LABO ☎ 26-5583 

       （大字大渕 284 番地 (株)二ノ宮製作所 2 階） 

       ※本人確認と住所確認ができる書類を持参してください。 

 申込期限  令和 5 年 1 月 31 日（火） 

       ※申し込みの際には働 Co-factory みなの LABO で施設の利用方法など 

の説明を受けてください。利用に関しては必ず、働 Co-factory みなの 

LABO の指示に従ってください。 

お問合せ 

・プランや申込に関すること … 働 Co-factory みなの LABO ☎ 26-5583 

・上記以外のこと      … 産業観光課 ☎ 62-1462 

 

❺ PayPay 新規加盟店募集中！ 

 

 

 

 審査可決期限    ① 9 月 9 日（金） 

             ※キャンペーンの適用は 10/1（土）からです。 

           ② 9 月 30 日（金） 

             ※キャンペーンの適用は 10/14（金）からです。 

 申込／お問合せ   皆野町商工会 ☎ 62-1311 
 ※既に PayPay導入済みの店舗については申請不要でキャンペーン適用となります。（一部店舗除く）

※キャンペーン費用については事業者のかたの負担はございませんが、別途決済金額に応じた手数料が 

発生します。 
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●「みなの LABO」における令和 4 年度限定の町民限定お試しプランを自己負担な

しでご利用できます。 

●皆野町内の地域活性化のため、PayPay 加盟店舗のお買い物に対して最大 20％の

PayPay ポイントを消費者に還元するキャンペーンを 10 月に実施します。 

●まだ PayPay 加盟店でない事業者のかたはこの機会にぜひお申し込みください。 



■商工会の取り組み 

 

 

 

●ものづくり補助金 ○国補助 

  ➝新商品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援 

 

  補助対象   中小企業、小規模事業者 

  申請類型   通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠 

  補助率    1／2～2／3 ※事業者規模、申請類型によって変動します。 

  補助上限額  750 万円～ ※従業員規模、申請類型等によって変動します。 

 

 

●事業再構築補助金 ○国補助 

  ➝最低賃金の引上げや付加価値額の増加を目指す事業者を支援 

 

  補助対象   中小企業、中堅企業 

  申請類型   通常枠、大規模賃金引上枠、最低賃金枠など 

  補助率    1／3～2／3 ※事業者規模、申請類型等によって変動します。 

  補助上限額  100 万円～ ※従業員規模、申請類型等によって変動します。 

 

 

●小規模事業者持続化補助金 ○国補助 

  ➝自ら経営計画を策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら販路開拓等の取り

組みを行う小規模事業者を支援 

 

  補助対象   小規模事業者 

  申請類型   通常枠、賃金引上げ枠、創業枠など 

  補助率    2／3（赤字事業者は 3／4） 

  補助上限額  50 万円～ ※申請類型によって変動します。 

 

 

 

上記補助金に関するお問合せ … 皆野町商工会 ☎ 62-1311  
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発行：皆野町役場 産業観光課 商工観光担当 

●皆野町商工会では下記各種補助金や事業者からの相談を受け付けています。 

●新加入会員募集中です。 

 

 


