
【 お問合せ先 】神戸商工会議所（共済担当） TEL：078-303-5809
神戸商工会議所健康診断のご案内・申込書は神戸商工会議所ホームページよりダウンロードいただけます➡

神戸商工会議所

　神戸商工会議所では、会員事業所の役員・従業員の健康増進を目的に健康診断
を実施しています。法定の定期健康診断をはじめ、生活習慣病健診、腹部の専門
健診など、様々なコースをご用意しております。

●元町駅徒歩3分、アクセス便利で上質の健診サービス
●年間を通じて受診可能、一部の土曜・日曜日も対応
●婦人科検査など、豊富なオプションメニューをご用意
●お支払いは、現金・クレジットカード・銀行振込より選択可能
 （※土日は男女混合の場合があります）

便利で快適！
男女別フロア※で通年受診可能

ご予約はお早めに！

クリニックのご紹介（神戸健診クリニック）

2020年度  健康診断のご案内
健全な経営は従業員の健康から!!

●受 診 日　受診者のご都合の良い日をお選びいただけます。
受診期間：2020年4月～2021年3月の平日（一部除く）と特定の土日

●受診対象　神戸商工会議所会員事業所および
　　　　　　生命共済制度加入事業所の役員・従業員
●コース・料金（税込）

●実施機関　一般財団法人  京都工場保健会  神戸健診クリニック

アクセスのよい元町駅前にある常設の健診機関
快適な受診環境と高い検査精度をご提供します。

神戸市中央区元町通2-8-14　オルタンシアビル3・4階
（JR・阪神「元町駅」徒歩3分）

定期健康診断 10,978円 7,800円 5,300円

定期健診＆生活習慣病健診（眼底・動脈硬化測定） 17,315円 16,800円 11,700円

定期健診＆生活習慣病健診（胃XP・便検査） 23,935円 23,400円 18,300円

腹部超音波検査 9,676円 7,700円 3,600円
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コース 会員事業所料金通常価格
生命共済制度

加入事業所料金

※コース・検査項目の詳細は案内パンフレットをご確認ください
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大変オトクです !
この機会に加入を
ご検討ください。

※来館時の検温や検査機器の消毒等、新型コロナウイルス対策にも
　取り組んでいます。

神戸商工会議所の
新型コロナウイルス感染症対策の動きについて
　新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言は解除されましたが、完全な収束に至っておらず、多く
の企業に影響が及んでいます。
　こうした中、当商工会議所では、対策本部を設置し、特別相談窓口において資金繰りを中心とした経営相談
に対応するほか緊急応援事業を展開しています。また影響調査を通じて会員企業の声をとりまとめ、行政に対
し意見・要望活動を展開しています。

相談窓口の対応 ●特別相談窓口
市内3支部に特別相談窓口を設置し、経営指導員が資金繰りを中心とした相談を受け
付けている。影響被害が広がる中、前年同期比約3倍（3～5月の3ヶ月間で約5,000
件）の相談が寄せられている。

●緊急雇用・労働相談室
雇用調整助成金の申請方法など個別の相談に対し、社会保険労務士がアドバイスを行
う予約制の相談室を開設（7月27日まで毎週月曜日開設）。制度説明会を通じた情報
提供も行っている。
※その他緊急応援事業は8～9頁、支援策一覧は10～11頁をご参照ください。

役員・議員、会員企業を対象に事業活動
への影響や行政への要望事項に関する
緊急調査を実施。
9割弱（85.9％）の企業が「影響あり」と回
答。今後の懸念も含めると全企業が影響
を受ける深刻な状況。
具体的な影響として「売上機会の喪失」
が最も多く、前年同月比60％以上減少と
する割合が4月に入って急拡大した。

意見・要望活動
新型コロナウイルス
感染拡大の影響に関する
緊急調査
（4・5月）

家次会頭は「地域経済はリーマンショックや震災直後
より厳しい状況。休業補償など支援策が行き渡るよう
十分な財源確保をお願いしたい」と訴えた。井戸知事
は「幅広い業種の新しい取り組みを応援し、地元にお
金が回る仕組みをつくっていく」とコメントし、緊急
事態宣言解除後の支援策などを協議した。

井戸知事との意見交換
（5月22日）

家次会頭は、地元企業の窮状を訴えた上、「ウィズコ
ロナは長い闘い。経済活動を正常化するため消費マイ
ンドを上げていかねばならない」と強調。久元市長は
「経済の影響は相当深刻。家賃補助や新分野への挑戦
を後押しする補助金など市独自の支援も強化してい
く」と応じ、経済活動再開に向けた道筋づくりを協議
した。

久元市長との意見交換
（5月25日）

家次会頭より日本商工会議所の三村会頭に対し、神戸
の窮状を伝えるとともに国の支援のスピードアップを
求めた。日本商工会議所を通じて「雇用調整助成金に
関する緊急要望」（5月1日）、「中小・小規模事業
者の事業継続に向けた緊急要望」（5月19日）をそれ
ぞれ国に提出。これまでの要望で持続化給付金の拡充
や家賃支援給付金の予算化、雇用調整助成金の上限額
の引上げなどが実現した。

日本商工会議所を通じた
意見・要望

４．政府・行政の動きに対する意見・要望について

（２）感染拡大防止や事業継続に向けて政府・行政に求めること

（１）特に効果的と思われる施策
⇒返済不要の給付金、助成金や無利子融資に対する期待感が示された

◆緊急経済対策やその他の政策について、特に効果的と思われる施策を尋ねたとこ

ろ、「持続化給付金制度」【93件】が最も多く、次いで「雇用調整助成金の拡充」

【86件】、「民間金融機関を通じた無利子・無担保融資制度」【73件】となった。

(上位3つ・複数回答)
⇒実行のスピードや制度拡充とともに、万全の医療体制提供が求められる

◆さらなる感染拡大防止や事業継続に向けた支援として、政府・行政に求めることを尋

ねたところ、「融資・給付金制度の迅速な実行、制度拡充」【92件】が最も多く、次い

で「休業による損失に対する公的な補償」【88件】、「感染拡大防止に向けた万全な医

療体制の提供」【82件】となった。 (上位３つ・複数回答)

（３）その他自由意見（一部抜粋）
＜資金繰り支援関連＞・資金がショートする前のあきらめ倒産が増えており、一つでも多くの個人商店、中小企業を救

うべく、支援策の迅速な実行をお願いしたい。【服小売】

・営業自粛や休業があと１～２ヶ月続けば、廃業するしかないという声も耳にする。【調剤薬局】

・融資、給付金等の申請にかかる手続き・書類を簡素化してもらいたい。【菓子製造】

・雇用の維持や事業の継続には融資では不十分。特に人件費と固定費について補助が必要と

なる。【輸入卸売】・テナントビルについては、家賃減額要求に対する家主への支援が必要。【飲食店】

・固定資産税の免除や家賃補助など、商店街(加入組合員含む)に対する手厚い助成をお願

いしたい。【服小売】・長期化した場合に備え、第２・第３の支援策を打ち出してもらいたい。【印刷】

＜その他＞
・感染拡大の防止や万全な医療体制の整備が大前提となる。【機械製造販売】

・各種公的支援策について、とりまとめた情報提供をお願いしたい。【電機品製造販売】

・個性ある商品を扱う中小小売業者に対し、通販サイトなどデジタルの仕組みが必要と

感じる。【食料品小売】・テレワーク導入への環境整備に対する支援をお願いしたい。【設計サービス】

・マスクや消毒液が手に入らないとの声が多く聞かれる。【倉庫】

・大手ゼネコンが全国的に建設現場を休止する動きがあり、これが業界全体に波及する

ことを懸念している。【総合建設】
・収束後には、観光誘客や個人消費の需要喚起など、十分な景気刺激策の実施を

期待している。【自動車販売】
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雇用調整助成金の拡充
持続化給付金制度減収世帯向けの給付金制度

民間金融機関を通じた無利子・無担保融資制度

所得税・法人税・社会保険料等の支払い猶予
設備や建物の固定資産税の減免

観光キャンペーンなど収束後の需要喚起策十分な効果があると思わない

その他

（単位：件）
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融資・給付金制度の迅速な実行、制度拡充

雇用調整助成金の一層の運用緩和、制度拡充
休業による損失に対する公的な補償迅速かつ正確な情報提供

感染拡大防止に向けた万全な医療体制の提供収束後の需要喚起策の実施
大型公共工事等、景気刺激策の実施早期収束を待つしかない

その他

（単位：件）
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３．資金繰り（融資）への対応状況について

（３）融資相談の結果

（２）融資の相談先
⇒日本政策金融公庫を軸に、多様な経路で相談、情報を入手

◆３－(1)で「相談した」と回答した企業(60社)に、相談先について尋ねたところ、

「日本政策金融公庫」【39件】が最も多く、次いで「民間金融機関」【28件】、「顧

問税理士・経営コンサルタント等」【18件】 となった。(複数回答)

（１）新型コロナウイルス関連融資等の相談状況
⇒新型コロナウイルス関連融資の活用を半数以上の企業が検討

◆中小企業支援機関や金融機関等への融資相談の状況について尋ねたところ、

4割弱の企業が「相談した」と回答。
◆予定・検討を含めると、半数以上の企業が融資活用を検討している状況が伺える。

（４）融資実行後の資金繰り⇒融資実行後も8割の企業が先行きに不安感を残す

◆３－(3)で「融資を受けた」と回答した企業(26社)に、融資実行後の資金繰りについ

て尋ねたところ、「当面の間、資金繰りに懸念はない」との回答は2割に留まり、残る

8割は、融資実行後も「先行きが不安」「十分な融資が受けられず資金繰りが厳し

い」などの見方を示した。
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商工会議所
兵庫県・神戸市等の中小企業支援機関日本政策金融公庫商工組合中央金庫

信用保証協会日本政策投資銀行
民間金融機関

顧問税理士・経営コンサルタント等
その他

（単位：件）

相談した
36.8%

相談する予定・検討中19.0%

相談していない44.2%

融資活用を検討55.8％

当面の間、資金繰りに懸念はない20.0%
一時的に資金繰りが緩和されたものの、先行きが不安68.0%

十分な融資が受けられず資金繰りが厳しい4.0%

追加融資が至急必要8.0%

4

⇒融資審査の結果は7割近くの企業で申込額通り

◆３－(1)で「相談した」と回答した企業(60社)に、融資相談の結果について尋ねた

ところ、審査結果が確定した企業は4割強。そのうち、7割近くの企業は申込額通り

の融資を受けることができている。

申込額通りの融資を受けた30.6%

申込額から減額の上、融資を受けた11.3%
融資を断られた3.2%

融資の審査結果を待っている41.9%

既往債務の返済条件変更を受けた1.6%

融資申し込み等は行わなかった3.2% その他
8.1%

審査結果 確定済み45.1%(28社)うち 申込額通り 19社(約7割)
申込額から減額 7社断られた

2社

２．新型コロナウイルスの感染拡大への対応等について（１）実施・検討している経営上の対応策⇒勤務体制の見直し、営業・生産活動の制限とともに、手許流動性の確保に動く
◆感染拡大を受け、実施または検討している経営上の対応策を尋ねたところ、「従業
員の勤務体制の見直し」【124件】が最も多く、次いで「営業・生産活動の一部休
止・制限(時短営業等)」【96件】、「資金調達等による手許流動性の確保」【56
件】 となった。(複数回答)

（３）雇用調整の必要性

（２）感染拡大防止のために実施・強化した取り組み⇒緊急事態宣言を機に感染拡大防止への取り組みを一層強化
◆緊急事態宣言を受け、感染拡大防止のために実施、または強化した取り組みにつ
いて尋ねたところ、 「出張や営業時間の自粛」「時差出勤の導入」といった人の動きを
コントロールする取り組みは対応が進んでいる。◆一方、「在宅勤務・テレワーク」「テレビ会議システム」の様に、一定の設備や組織体
制が必要となる取り組みについては、導入が限定的な状況が伺える。

⇒4割弱もの企業が雇用調整の必要性を認識◆今後の雇用調整(新規採用の抑制、配置転換、一時帰休、人員整理等)の必要性
について尋ねたところ、4割弱の企業が「必要性がある、必要性を感じている」と回答。

◆業種別にみると、特に接客サービス業において、必要性を強く感じていることが伺える。

（４）雇用調整として実施している、または必要と思われる施策⇒雇用調整の手法としては一時帰休がトップ◆2－(3)で「必要がある、必要性を感じている」と回答した企業(61社)に、雇用調整と
して実施している、または必要と思われる施策について尋ねたところ、 「従業員の一時
帰休」【41件】が最も多く、次いで「従業員の配置転換」【22件】となった。(複数回答)
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営業・生産活動の全面的な休止・臨時休業営業・生産活動の一部休止・制限(時短営業等)従業員の勤務体制の見直し
販売計画の見直し生産体制・サプライチェーンの見直し新規採用計画の見直し各種コストの見直し・削減設備投資の延期・縮小・中止資金調達等による手許流動性の確保

事業承継（Ｍ＆Ａ含む）ビジネスモデルの見直し、新規事業の実施
その他

特に対策はしていない

（単位：件）

39.3%
25.8%

16.0%

16.6%

27.0%

33.7%
25.8%

19.6%

16.6%

11.7%

18.4%
24.5%

25.2%
13.5%

17.2%

8.6%
23.9%

39.3%
53.4%

44.2%

出張や営業活動の自粛

時差出勤の導入
在宅勤務・テレワークの導入
テレビ会議システム等の活用

マイカー通勤の導入

発令前から実施済み
実施済みだが、発令後対応を強化した

発令を機に実施した・検討中
実施していない・対応が不可能

必要がある、
必要性を感じている

37.4%
必要はない、

必要性を感じていない
62.6%

48.8%
38.5%
39.1%

4.3%

71.4%
34.8%

23.1%

51.2%
61.5%
60.9%

95.7%

28.6%
65.2%

76.9%

製造業

小売業

卸売業

建設業
接客サービス業

その他サービス業

その他

＜業種別＞
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4112
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4

新規採用の抑制

従業員の配置転換

従業員の一時帰休
短期雇用契約者の再契約停止

希望退職者の募集

その他

（単位：件）

3

１．新型コロナウイルスの感染拡大による影響について

（１）新型コロナウイルスの感染拡大による影響

⇒サービス、小売、製造業はじめ、全業種に影響波及
◆感染拡大が業況に与える影響の程度について尋ねたところ、9割弱の企業が
「影響が出ている(かなり・多少あわせて) 」と回答し、今後の懸念も含めると、全て
の企業が影響を受ける非常に深刻な状況。

◆業種別にみると、接客サービス、小売、製造業において影響が大きいことが伺える。

（２）具体的に生じている影響

⇒売上機会の喪失、仕入難など、企業活動の根本を大きく揺るがす事態に
◆1－(1)で「影響が出ている(かなり・多少あわせて) 」と回答した企業(140社)に、具
体的に生じている影響を尋ねたところ、「売上・受注の減少、注文のキャンセル」【108
件】が最も多く、次いで「出張自粛等による商談機会の減少」【79件】、 「資金繰りの
悪化」【43件】 となった。 (複数回答)

（３）3月・4月の売上減少の程度

⇒緊急事態宣言の影響色濃く、売上減少幅は4月に急拡大
◆1－(2)で「売上・受注の減少、注文のキャンセル」と回答した企業(108社)に、売上
減少の程度を尋ねたところ、3月は前年同月と比べて、「60%以上」減少した企業が
2割強を占めた。
◆一方、緊急事態宣言が行われた4月には、「60%以上」減少した企業が大幅に
増加し、4割を占めるに至った。

108
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37
35

23
43

23
35
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売上・受注の減少、注文のキャンセル
出張自粛等による商談機会の減少

顧客への納入遅延

原材料価格の上昇
部品・原材料・商品の仕入れ・調達難

外注先・協力会社の営業縮小、対応力低下
取引先の倒産、営業停止

資金繰りの悪化
学校休校等による社員の就業率の低下

社内の士気・モチベーションの低下

売上・受注の増加

その他

（単位：件）

36.5%

17.6%

22.1%

19.6%

18.3%

21.6%

13.5%

17.6%

9.6%

23.5%

2020年3月
（前年同月比）

2020年4月
（前年同月比）

20％未満の減少 20％以上40％未満の減少
40％以上60％未満の減少 60％以上80％未満の減少
80％以上の減少

かなり影響が

出ている
58.9%多少影響が出ている

27.0%

あまり影響はないが、
今後影響が生じる懸念がある

14.1%

※「あまり影響はなく、
今後も生じない見込み」は回答なし

影響が出ている
85.9％

63.4%

84.6%

60.9%

13.0%

92.9%

47.8%

53.8%

26.8%

15.4%

26.1%

43.5%

7.1%

34.8%

30.8%

9.8%

0.0%

13.0%

43.5%

0.0%

17.4%

15.4%

製造業

小売業

卸売業

建設業

接客サービス業

その他サービス業

その他

＜ 業 種 別 ＞

かなり影響が出ている 多少影響が出ている あまり影響はないが、今後影響が生じる懸念がある
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｜ 2020年7月 神戸商工だより ｜ 7神戸商工会議所の新型コロナウイルス感染症対策の動きについて



　新型コロナウイルス感染拡大の影響が長引く中、地域経済は依然として厳しい状況にあります。
神戸商工会議所では、特に影響被害の大きい中小企業の会員の皆様をサポートするため、緊急応援
プロジェクトを実施しています。
　今回は、マッチングサイトで取り扱う新型コロナ関連商材や、先払いチケットを発行する飲食店
など会員事業所を中心にご紹介しますので、ぜひご利用ください。

新
型
コ
ロ
ナ
に

　
　負
け
な
い
！

会員企業をサポートする
「緊急応援プロジェクト」

■新型コロナ関連商材ビジネスマッチングサイト
「売りたい」「買いたい」情報のエントリーは

→https://kobe-bizmatch.jp/uri-kai/

　神戸商工会議所では、WEB上の非対面で「売りたい」事業者と「買いたい」事業者をマッチングする専用サイトを新たに
開設しました。現在、マスク・消毒液・シールドやテレワーク関連機器など新型コロナ関連商材をテーマに「売ります」
「買います」情報を発信しています。
　商材の登録は神戸商工会議所の会員事業所限定、商談希望者は会員・非会員を問いませんので、ぜひご利用ください。

◎新型コロナに負けない!
　特設サイト

■飲食・サービス店　未来チケット応援プロジェクト
会員店舗のエントリーは
→https://kobe-bizmatch.jp/exsupport/harotoko/
お店の応援は
→https://www.harotoko.com/shop

　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける
飲食・サービス店・ホテル・旅館を支援するた
め、利用者が店舗に前払いし、後日、店舗で使
えるチケットの販売を行う応援事業を実施して
います。
　神戸発のオンライン前払いサービス「ハロト
コ」とタイアップし、神戸商工会議所会員の50
店舗の販売手数料を減免する優遇キャンペーン
を7月31日まで実施中です。
　コロナに負けず通常営業に向けて頑張る皆様
のエントリーをお願いします。また、既にエン
トリーのあるお店に元気を出して頑張ってもら
えるよう会員企業の皆様の応援をよろしくお願
いいたします。

どんな情報が
掲載されているの?

●中小企業向けの支援策や神戸商工会議所の特別相談窓口の対応
●新型コロナ関連商材「売りたい」「買いたい」情報
●食品・雑貨など過剰在庫になった商品や飲食店の持ち帰り・宅配サービスなどの情報
●前払いチケットの発行により飲食店・サービス店を応援する事業
●施設の気流の動きを見える化し、換気の改善提案をする実証事業
●インターネット環境があれば手軽に受講できるオンラインセミナー
など順次拡充していきます

緊急応援プロジェクトや行政の支援策など
一体的に情報を発信しています。
https://kobe-bizmatch.jp/exsupport/　

◎現在登録されている会員店舗の一部例（50音順）
インド料理　ガネーシャ　ガル　北野店／貴舟／季楽魚処　清本の店／神戸北野ホテル／神戸食堂はぁとす。／神戸たむら／
神戸ベイクルーズ／GOCOCU／サロンド　ジェイズ／三ノ宮高架下市場／私房菜　広東料理　えん／炭火焼肉ひよりや／
トランテアン／農家うたげ。／バール　アブク／Bistro　et　Vin　Grand　Ami／毎日食堂　Bucchi／野菜ビストロ　レギューム／
La　Fontine（ラ・フォンテーヌ）／リストランテ　ドンナロイヤ／Liang　You　良友／料亭旅館　豊福／
ル・パン神戸北野／レストラン花の館　パラディ北野／老祥記／Lohas　hair　Angie（ロハス　ヘア　アンジェ） など

※「ハロトコ」の利用に際しては、必ずサービス利用規約の確認・同意をお願いします。

【お問合せ】神戸商工会議所　産業部　☎ 078-303-5806

※上記2テーマは、兵庫県内の商工会議所会員の方も掲載できます。

◎現在登録されている「売りたい」情報（6月10日現在、26件掲載）
マスク／サージカルマスク／マスクとりかえシート／高濃度エタノール／PHMB除菌液／アルコールハンドジェル／
携帯アルコール除菌スプレー／消毒液用ボトル専用スタンド／飛沫感染防止カウンター・テーブル用透明仕切りパネル／
飛沫防止　受付窓口用・卓上透明アクリルパネル／眼鏡用フェイスシールド／医療用アイソレーションガウン／
オゾンガスの発生によるコロナウイルス等の感染予防装置／非接触電子体温計／大型扇風機（工場扇）プロファン　など

【お問合せ】神戸商工会議所　経営支援センター　☎ 078-367-2010

｜ 2020年7月 神戸商工だより ｜ 98 ｜ 2020年7月 神戸商工だより ｜ 会員企業をサポートする「緊急応援プロジェクト」 会員企業をサポートする「緊急応援プロジェクト」



新型コロナウイルス感染症の影響を受ける
事業者への支援策� 〈2020年6月12日時点〉　

今号では、前号に引き続き「給付金・助成金・補助金」制度を中心にご紹介します。国や自治体の補
正予算等にあわせて随時更新されますので、最新情報や詳細はホームページをご確認の上、各取扱い
窓口までお問合せください。（◎�：�国の第2次補正予算成立にあわせて拡充・新設される予定です）

◆売上補填・休業支援のための主な給付金・助成金
支援策 給付額など 主な対象・条件 問合せ

持続化給付金◎
（経済産業省）

（法人）
最大200万円

（個人事業者）
最大100万円

感染症の影響で、1カ月の売上高が前年同月比で50％以上
減少している事業者
※資本金10億円以上の大企業や一部業種を除く
※�原則電子申請（電子申請が難しい方は申請サポート会場を利用可
能。電話かホームページでご予約ください）

　予約専用ダイヤル：☎0570-077-866

持続化給付金コールセンター
☎0120-115-570

雇用調整助成金◎
特例措置
（厚生労働省）

最大15,000円
労働者1人あたり
1日につき

感染症の影響による事業の縮小に伴い、休業等を行うこと
で、労働者の雇用維持を図った事業者
※特例措置は4月1日～9月30日までの休業等に適用
※�労働者本人が申請できる「新型コロナウイルス感染症対応休業
支援金（仮称）」の創設も予定されている

ハローワーク助成金デスク
☎078-221-5440

家賃支援給付金◎
（経済産業省）

（法人）
最大600万円

（個人事業者）
最大300万円

5～12月において、①いずれか1カ月の売上が前年同月比
50％以上減少、もしくは②連続する3カ月の売上が前年同
月比30％以上減少している中堅・中小企業、個人事業主な
どテナント事業者
※�支払家賃の2/3を給付（上限額は法人50万円・個人25万円×
6カ月分）
※�複数店舗運営の場合や、一定額以上の賃料の場合は、例外措置
として給付率や給付上限額が異なる

問合せ窓口調整中

休業要請事業者経営
継続支援金
（兵庫県）
※申請は6/30まで（予定）

（法人）
最大100万円

（個人事業者）
最大50万円

兵庫県の休業要請等に応じて休業もしくは営業時間の短縮
等を行い、4月または5月の売上が前年同月比で50％以上
減少している中小法人および個人事業主
※�業種や床面積要件など諸条件により支援金の最大額が異なる

経営継続支援金相談ダイヤル
☎078-361-2281

店舗家賃負担軽減事業
（神戸市）
※申請は6/30まで（予定）

最大200万円
（家賃減額分の80％
×2カ月）

感染症の影響を受ける神戸市内の中小店舗に対し、4月お
よび5月の家賃を1/2以上減額する不動産オーナー（建物所
有者等）
※対象店舗など諸条件あり

神戸市家賃負担軽減補助金
コールセンター
☎078-891-5212

◆販路開拓やIT導入を支援する主な補助金
支援策 補助額など 主な対象・条件 問合せ

持続化補助金
〔通常型〕
〔コロナ特別型〕
（経済産業省）
（商工会議所）

〔通常型〕
最大50万円
（補助率2/3）

〔コロナ特別型〕※1
最大100万円
（補助率2/3または3/4）

〔事業再開枠〕※2
50万円（定額10/10）

小規模事業者等が、販路開拓のために行う取り組み
例）�新たな販促用チラシの作成・送付、ネット販売システ
ムの構築など

※1��コロナ特別型は、補助対象経費の1/6が「サプライチェーン
毀損への対応」「非対面型ビジネスモデルへの転換」「テレ
ワーク環境の整備」に合致することが必要

※2�〔通常型〕〔コロナ特別型〕において、業種別ガイドライン
等に沿った感染防止対策の投資に対して、別枠の定額補助・
上限50万円を上乗せ

神戸商工会議所　各支部
☎078-367-3838（中央）
☎078-843-2121（東）
☎078-641-3185（西）

IT導入補助金
〔通常枠〕
〔特別枠〕
（経済産業省）

〔通常枠〕
30～450万円
（補助率1/2）

〔特別枠〕
30～450万円
（補助率2/3）

中小企業、小規模事業者等が行う、ITツールを導入した業
務効率改善・生産性向上への取り組み
例）�テレワークに利用できる業務効率化ツールの導入
※�特別枠は、補助対象経費の1/6が「サプライチェーン毀損への
対応」「非対面型ビジネスモデルへの転換」｢テレワーク環境
の整備」に合致することが必要

サービス等生産性向上IT導入支
援事業コールセンター
☎0570-666-424

ICT導入支援助成金　
（神戸市）

最大75万円
（国の補助対象経費の
1/12）

中小企業等が、ICTを活用してテレワークや電子商取引等
を導入する取り組み
※�「IT導入補助金2020」の採択を受けた中小企業に、国の補助
金に上乗せして補助

（製造業）
新産業創造研究機構
☎078-306-6806

（製造業以外）
神戸市産業振興財団
☎078-360-3203

◆資金繰り支援（主な融資制度）
制度名称 融資額など 主な対象・条件 問合せ

マル経融資
（日本政策金融公庫）

（通常）
最大2,000万円

（別枠）
最大1,000万円

商工会議所の推薦により、日本政策金融公庫が小規模事業
者に無担保・無保証人で融資する制度
※�感染症の影響に伴い、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、
通常の貸付金利を引き下げ。据置期間を運転資金で3年以内、
設備資金で4年以内に延長

神戸商工会議所　各支部
☎078-367-3838（中央）
☎078-843-2121（東）
☎078-641-3185（西）

新型コロナウイルス
感染症特別貸付
（日本政策金融公庫）

（中小事業）
最大6億円

（国民事業）
最大8,000万円

感染症の影響を受ける中小企業・個人事業主
※�売上減少など諸条件あり。一定の要件を満たせば当初3年間
実質無利子

日本政策金融公庫

新型コロナウイルス
感染症対応無利子資金
（兵庫県制度融資）

制度により異なる 感染症の影響を受ける中小企業・個人事業主
※�売上減少など諸条件あり。一定の要件を満たせば当初3年間
実質無利子・保証料を軽減

県内の民間金融機関
または
兵庫県産業労働部地域金融室
☎078-362-3321■その他支援策については、

　経済産業省や各自治体の
　ホームページを
　ご確認ください。

経済産業省　
https://www.meti.go.jp/covid-19/

兵庫県　
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/corona/corona_support_top01.html

神戸市　
https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/coronavsupportsforbusiness.html
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