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○春野支所 
春野町気田 814-2 

℡989-0182 FAX989-1295 
○佐久間支所 
 佐久間町佐久間 429-1 
℡965-0325 FAX965-1447 
○水窪支所 
 水窪町奥領家 2950 
℡987-0432 FAX987-1994 

〇持続化補助金（小規模事業者の販路開拓を支援します） 

通常枠    補助額：最大５０万円 

   卒業枠、創業枠、賃金引上げ枠、後継者支援枠  補助額：最大２００万円 

   インボイス特例  上記の補助額から上乗せ：最大５０万円 

   補助率：２／３（ＨＰのみ１/４） ※賃金引上げ枠（赤字事業者は３／４） 

＜販路開拓につながる次のような取り組みに活用できます！＞ 

・チラシ配布、ＨＰ制作、各種広告媒体の活用  ・商品パッケージ、包装デザインの一新 

・店舗改装、新商品開発、新機械装置等の購入 など 

 ・〆切 第１２回 令和５年６月１日(木)  第１３回 令和５年９月７日(木）  

〇経営力向上事業費補助金（新たな取り組みを支援します）           

補助率：２／３  補助額：最大５０万円 

＜新規性、需要開拓、生産性向上につながる次のような取り組みに活用できます！＞ 

・自社がこれまでに行ったことがないもの、既存のものを大幅に改善するもの 

・新サービスの開始に伴う費用 

※経営革新計画の承認取得を目指す、３年間の経営ビジョンを策定して行うものです。 

 ※コロナ影響事業者（令和 2 年 2 月以降の１か月の売上が対前年比１０％以上減少）は、 

過去に経営革新計画の承認を受けた方も対象になりました。 

・〆切 第１回 令和５年５月２２日(月)   

〇ＩＴ導入補助金 
補助率：１／２  補助額：最大４５０万円 

＜業務効率化や DX に向けて行う IT ツールの導入に活用できます！＞ 

・生産性向上のためプロセスの改善と効率化に資する IT ツール 

・ソフトウェア購入費  ・クラウド利用料  ・導入関連費  など 

・〆切   第２次 令和５年６月２日（金） 

〇ものづくり補助金・商業・サービス生産性向上促進補助金 

＜革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善の設備投資等に活用できます！＞ 

補助額：一般型通常枠（革新的な製品・サービスの開発等を目的） 最大１，２５０万円 

グローバル市場枠（海外事業の拡大・強化等を目的）    最大３，０００万円 

補助率：通常枠・グローバル展開型ともに中小企業 １／２ 小規模企業者等 ２／３ 

※一般型の中には通常枠とは別にいくつかの枠が設けてあります。 

・〆切  第１５次 令和５年 7 月２８日（金） 
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〇事業再構築補助金 

＜コロナウイルスの影響に対応するため行う新分野展開・業態や事業転換等に活用できます！＞ 

補助額：通常枠  １００万円～８，０００万円 他 

補助率：通常枠  中小企業者等 ２／３  中堅企業等 １／２ 他 

※上記の他にもいくつかの枠が設けてあります。 

・〆切 第１０回 令和５年６月３０日(金)  第１１回以降未定 

〇外食産業事業成長支援補助金 

＜外食産業の事業成長に向けた次のような取り組みに活用できます！＞ 

・飲食店における売上拡大や収益事業を目的とした業態転換や事業成長の取組等 

・事業に係る建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、広告宣伝・販売促進費等 

※申請には売上に関する要件がございます。事前にご確認ください。 

補助額：最大１０００万円 

補助率：１／２ 

・〆切 令和５年５月３１日(水)  

〇県産材製品販路開拓事業補助金 

＜県産材製品の供給者と需要者の連携・協力による新たな取り組みに活用できます。＞ 

補助額：最大１００万円 

補助率：１/２ 

・〆切 令和５年６月３０日（金） 

補助金の詳細内容は細かく定められています！ 

詳しくは、天竜商工会（各支所）までお問合せください♪ 

専門家による経営相談窓口を開設！！ 
 

新型コロナウイルス感染症による影響下、直面する経営課題の解決策を探るための専門家による経営

相談窓口を開設し、事前予約制で相談をお伺いして一緒に解決に向けて取り組んでいきます。 

■場  所  天竜商工会 天竜支所   ※相談時間は１事業所 １時間１５分 

■講  師  長澤 秀幸 先生  経営支援全般  第２、第４木曜日 

■      和田 喜充 先生  ＩＴ活用全般  第２、第４火曜日 

■相 談 料  無料   ■内 容  各種専門的経営に関する個別相談 

■定  員  各実施日ともに４名までとなります。 ※定員になり次第、締め切り 
 

☆申込に関しましては天竜商工会各支所へお気軽にお問い合わせください☆ 

〇地域創生起業支援金 
＜地域課題の解決を目的として新たに社会的事業を静岡県内で起業する方に対して起業に必

要な経費の一部が補助されます！＞ 

補助額：最大２００万円 

補助率：１/２ 

・〆切 令和５年６月９日（金） 
 対象になりそうな方は、天竜商工会各支所へお気軽にお問い合わせください。 



 3 / 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和 5年 10 月 1 日からインボイス制度が始まります！ 

約１か月 ３か月

※郵送で申請する場合、インボイス登録センターへ郵送

☆ご相談に関しましては天竜商工会各支所へお気軽にお問い合わせください☆ 

 

・労働時間・休暇制度を見直したい。 

・同一労働同一賃金に対応したい。 

・人材の確保・育成や助成金の活用に取り組みたい。 

・生産性を向上させ賃金も上げたい。 

キャッシュレス決済導入を支援します！！ 
・キャッシュレス決済の導入は、お客様の「利便性のアップ」やそれによる「消費の活性化」、 

 事業者のみなさんの「作業効率アップ」や「集客力アップ」などに繋がります。 

・商工会では各種キャッシュレス決済導入のサポートを行っております。 

・内容等について詳細にご説明いたしますのでご安心ください。 

コロナ関連融資の取り扱い期限延長 

貸付制度名 改正前 改正後 
新型コロナウイルス感染症 

特別貸付（コロナ特貸） 融資の取扱期限 

令和５年３月末 

融資の取扱期限 

令和５年９月末 新型コロナウイルス対策 

マル経（コロナマル経） 

借入開始から 3 年間は、金利が 0.9％優遇されます。 
金利、売上減少要件等の詳細につきまして天竜商工会にお問い合わせください。 
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天竜商工会女性部天竜支部 Facebook 

 
                                            

  
 

新たに開業を目指す方を応援するべく、天竜商工会では次の内容で創業スクールを開催いたします！ 

■場  所  天竜商工会 天竜支所 
■日  時  令和５年６月８日、15日、22日、29日、７月13日 午後２時～ 全て木曜日 

■講  師  中小企業診断士 杉本 光生 氏   ■参 加 費  ３，０００円    

■対象 創業を目指す方（創業後まもない方も可）・後継予定者・すべての日程にご参加できる方 
■定  員  １５名までとなります。 ※定員になり次第、締め切り 

☆申込に関しては専用の申込書がございます。お気軽にお問い合わせください。 

令和５年度 事業承継個別相談会のご案内 
5 月 18 日（木）佐久間支所  6 月 15 日（木）天竜支所   7 月 20 日（木）春野支所 

8 月 17 日（木）天竜支所   9 月 21 日（木）天竜支所  10 月 19 日（木）天竜支所 

11 月 16 日（木）佐久間支所  12 月 21 日（木）天竜支所   1 月 18 日（木）春野支所 

2 月 15 日（木）天竜支所   3 月 21 日（木）天竜支所 
 

  いずれも、9：00～10：00  10:30～11：30  13:00～14:00  14：30～15：30 
  

講師：静岡県事業承継・引継支援センター   

                              エリアコーディネーター    鈴木秀俊 氏 

 

☆ 行事予定 ☆ 
令和５年５月２１日（日） 天竜春の蔵シック   主催：二俣おかみさんの会リリーズ 

                       問合せ：代表 松野淸子（℡080-5117-4587） 

〃        二俣軽トラ市 主催/問合せ：天竜商工会二俣支部 （℡053-925-5151） 

毎月第２、第４日曜日   さくマルシェ 主催/問合せ：天竜商工会佐久間支部（℡053-965-0325） 

天竜商工会女性部では部員増強を図るとともに、天竜地域の魅力を伝えるた 

め Facebook による情報発信を行っております。      ご登録はこちらから→ 

令和 5 年度 第 17 回通常総代会のご案内 
令和５年５月２４日、天竜壬生ホールにて通常総代会を開催いたします。 

「地域に活力を！ そこにはいつも商工会 」をキャッチフレーズに掲げ、      

事業活動を推進してまいります。ご多忙中誠に恐縮ですが、総代の皆様には      

ご出席くださいますようお願い申し上げます。 


