青年部 次世代を担う若き経営者
として研鑽・成長します

新型コロナウイルス感染症に関する事業者への各支援一覧
要件

名称

対象者・補助額（率）

申請期限等

問い合わせ

売上50％以上減少
（2021年 ４ . ５ . ６ 月 と 月次支援金
2020.2019年 の 同 月 の 売 （国）
上が50% 以上減少）

中 小 法 人 等 上限20万円／月
【４月分／５月分】
個人事業者等 上限10万円／月
８月15日（日） 相談窓口
給 付 額 2019年または2020年の
【６月分】
0120−211−240
基準月の売上−2021年
８月30日（月）
の対象月の売上

売上30％以上減少
（2021年 ４ . ５ . ６ 月 と
2020.2019年 の 同 月 の 売
上が30% 以上減少）

法
人
個人事業者

時短・休業要請に応じた飲
食店・喫茶店
協力内容①
酒類又はカラオケ設備の
提供を行わなかった。
（休業した）
協力内容②
５：00〜20：00を超え
ないよう時短営業又は休
業した。
新型コロナウイルス感染症
感染防止と事業継続を両立
させるための対人接触機会
の減少に資する前向きな投
資に対して。
※事業計画書を作成し採択
される必要があります。

飲食店等
一時支援金
【第２期】
（県）

40万円
20万円

岡山県飲食店等
・７月下旬
一時支援金受付係
申請受付開始予
電話
定
086−226−7972

【売上高方式】
※中小企業等のみ選択可
店舗の売上に応じて４万円／日、前
年度又は前々年度の６月の１日あたり
の売上高の４割、10万円（上限額）

時短要請
協力金
【第３期（６
月１日〜６月 【売上高減少額方式】
20日）】
（県） ※大企業・中小企業等のいずれも選択可
前年度又は前々年度の６月の１日あ
たりの売上高と比べた今年度の６月の
売上高減少額の４割（上限20万円）
持続化
補助金
小規模事業者に最大100万円
【低感染リス
（補助率３／４）
ク型ビジネス
枠】
（国）

８月20日（金）

８月 16 日（月）
～９月５日（日）

クラウドファンディング おかやま後継者アカデミー
活用セミナー
WEB受講

女性部
８月17日

ものづくり
補助金事務局
サポートセンター
050−8880−4053

絆感謝運動

女性らしく地域に根差した
活動に取り組んでいます

商工会女性部は、経営に携わる女性として知識と教養を深めつつ、
女性の特徴を生かした、魅力ある地域づくりを目指した各種事業を展
開しています。
各種講習会・講演会などでは自己研鑽と資質の向上に努めています。
また、地域づくりの活動では、業種の枠にとらわれない交流を深めて
います。
＜加入資格＞
商工会の会員（法人の場合、その役員）もしくはその配偶者又は商
工会の会員の親族であって、その事業に従事している女性の方。

事業再構築
令和３年度内に、
補助金事務局
３回程度の公募予
コールセンター
定。
0570−012−088

オンライン
まちゼミKids
開催期間

岡山県時短要請
協力金
コールセンター
電話
086−201−2199

岡山北商工会
次回９月８日（水）
086−724−2131

中小企業・小規模事業者等
が取り組む革新的サービス
補助上限
開発・試作品開発・生産プ
【一般型】
1,000万円
ロセスの改善を行い生産性 ものづくり補 【グローバル展開型】3,000万円
を向上させるための設備投 助金（国）
補助率
資等を支援。
【通常枠】中小１／２、小規模２／３
※事業計画書を作成し採択
【低感染リスク型ビジネス枠】２／３
される必要があります。
補助金額
【通常枠】中小100万円〜6,000万円
事業再開に向けた投資をし
中堅100万円〜8,000万円
たい
【卒業枠】中小6,000万円〜１億円
新分野展開、業態転換、事
【グローバル V 字回復枠】
業・業種転換、事業再編又
中小8,000万円超〜１億円
はこれらの取り組みを通じ 事業再構築補 【緊急事態宣言特別枠】
た規模の拡大等思い切った 助金（国）
中小・中堅100万円〜1,500万円
事業再構築に意欲を有する
補助率
中小企業等の挑戦を支援。
【通常枠】中小２／３、中堅１／２
※事業計画書を作成し採択
【卒業枠】中小２／３
される必要があります。
【グローバルＶ字回復枠】中堅１／２
【緊急事態宣言特別枠】
中小３／４ 中堅２／３

商工会青年部は、自己研鑽、事業情報ネットワークの構築、部員相
互の交流、地域振興事業などの様々な活動を通じて、地域産業と地域
経済の発展を目指しています。
学びたいテーマについての研修会を自ら企画し開催する事で、経営
者としてのセンスを養い、互いに切磋琢磨しています。
令和２年度はクラウドファンディングについての最新トレンドとコ
ツを学び、今後の組織運営や各事業所の経営に活かせる研修となりま
した。また、清掃活動やイベント企画実施など、地域貢献事業への参
加も積極的に行っています。
＜加入資格＞
商工会の会員（法人ではその役員）又はその親族若しくはその後継
者と認められる者であり、かつ、その会員の営む事業に従事している
満45歳以下の方。

コロナ禍収束の見通しが立たない
ため、今回は、オンライン講座の
みでの開催に変更になりました。

献血事業運営協力

寄せ植え講習会

マル経融資

新型コロナウイルス感染症対策

別枠

融 資
限度額
利

率

1,000万円

返済
期間

運転資金

7 年以内

（うち据置期間３年以内）

設備資金10年以内

（うち据置期間４年以内）

貸付日から当初３年間0.31％（通常の利率1.21％から0.9％優遇）
※こちらの利率より３年間、岡山市からの利子補給（利子の補填）が行われます。

実質金利

「まちゼミ」とは商店と消費者と

WEBを活用した講習会

ゼロ

無担保・無保証人
※信用保証協会の保証も不要です

の交流を通して、商店のファンづく

（借入から当初３年間）

りと地域活性化を図ることを目的

ご利用には小規模事業者であること、商工会の指導を受けている事、一定の売上減少がある事等要件があります。
詳しくはお問い合わせください。

に、店主やスタッフが講師となり、
プロならではの専門知識や知識、コツを無料で受講者
（消費者）
にお伝
えする少人数のゼミナールです。

岡山県

最低賃金

詳しい開催内容は当会ＨＰにて更新します。
→http://okayamakita.jp/machizemi/
※7 月下旬頃情報更新予定

岡山北商工会

[時間額]

８３４円

働くすべての人に、
賃金の最低額を
保障する制度です。
使用者も、労働者も、必ず確認

新 規 創 業・記 帳 指 導・税 務・事 業 資 金 につ い て のご相 談 は …
本部（御津）
岡山市北区御津宇垣1630番地１
TEL（086）724-2131

最 寄りの 岡 山 北 商 工 会 へ！

一宮支所

津高支所

上道支所

建部支所

岡山市北区楢津650番地１
TEL
（086）284-0397

岡山市北区吉宗６７６番地１
TEL
（086）
2９４-２３４５

岡山市東区楢原４６５番地９
TEL
（086）
２９７－２０５８

岡山市北区建部町福渡４７３番地１
TEL
（086）
７２２-０４０５
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