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　新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している市
内事業者の売上向上と新しい生活様式に対応したキャッシュレス決
済の導入を推進するために６月にPayPayを利用したキャンペーン
を開催しましたが、好評につき第２弾を開催いたします。
●開催期間　令和３年11月１日～令和３年12月31日まで２か月間
�●�期間中に市内の対象店舗でPayPayを使用すると決済金額の最大
25％のPayPayボーナスが付与されます。
　付与上限　��2,000円相当／回　　10,000円相当／期間

�●�キャンペーンに伴い加盟店を募集中です。
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の適用となります。
　�10月からは事業者様にシステム決済手数を
いただきますので詳細はPayPayまでお問
合せ下さい。商工会議所ＨＰにも導入希望
申請書が掲載してあります。
　�また、右記に該当する業種は今回のキャン
ペーンの対象外となります。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中にあっても、事業継続のための
新たなビジネスやサービス等への前向きな取組及び販路拡大・業務効率化など生産
性向上のための取組み、並びにポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するため
の思い切った事業再構築に取り組もうとする市内の小規模事業者等を支援するため、
国の小規模事業者持続化補助金<一般型及び低感染リスク型ビジネス枠>（以下、「持
続化補助金」という。）又は事業再構築補助金に係る事業者負担分を支援するもの。

■一般型
小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開
拓等の取組を支援
　補�助�額　上限50万円※共同申請可能
　補�助�額　２／３
　補�助対象
　◦�自社の事業内容をPRし販路開拓につなげるホー
ムページ、看板、チラシの作成（様々な業種）等

　◦�新たな顧客ニーズに対応する機械設備の導入（設
備工事業、造園業、建設業など）

　◦�ファミリー層の来店促進のための店舗改装（飲食店）
　◦�利用しやすい店舗づくりのための取組（食品小売業）

■申請要件
⑴�国の持続化補助金（一般型：第5回公募以降、低感染リスク型ビジネス枠：第1回公募
以降）事業再構築補助金（第1回公募以降）のいずれかの交付決定を受けていること。
⑵�飯能市が定める申請期間中に書類の不備なく申請できること。
⑶�飯能市内に本社（法人）又は主たる事業所（個人事業主）を有すること。
⑷市税に未納がないこと。

■�支給額　持続化補助金分の補助対象経費に係る事業
者負担分
　◦一般型
　�◦�低リスク型ビジネス枠（低感染リスク型ビジネス
枠の場合は感染防止対策費を除く）

　　補助率　４／５　上限20万円
■申請期間　令和3年10月1日（金）～令和4年3月18日（金）

市内大型店（テナントも含む）、大手チェーン、
製材薬局、金券、鉄道、病院（国公立・大学病
院）、病院、医院、保険・保険代理店、行政サー
ビス利用料・自治体納税金、水道料金、納税、
寄付、介護施設、国公立・大学、大規模病院、
郵貯サービスなど

※�飲食店については、埼玉県「彩の国『新し
い生活様式』安心宣言」飲食店＋（プラス）
の認証を受けていない店舗は対象外。

※詳しくは商工会議所ホームページをご覧ください。

飯能市小規模事業者等持続化・事業再構築支援金

持続化補助金分 持続化補助金とは…

事業再構築支援金とは…
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための

企業の思い切った事業再構築を支援
（令和2年度3次補正予算 中小企業等事業再構築促進事業）

第３回公募から新しい類型が新設されました！

事業の再構築に挑戦する皆様へ

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模
の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、以下の要件をすべて満たす中小
企業等の挑戦を支援します！

対象

通常枠 補助額 100万円～従業員数に応じて8,000万円
補助率 ２/３ (6,000万円超は１/２)

卒業枠* 補助額 6,000万円超～１億円 補助率 ２/３
*卒業枠：400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれか
により、資本金又は従業員を増やし、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する事業者向けの特別枠。
※中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様。

中
小
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業

通常枠 補助額 100万円～従業員数に応じて8,000万円
補助率 １/２ (4,000万円超は１/３)

グローバルＶ字回復枠** 補助額 8,000万円超～１億円 補助率 １/２
**グローバルV字回復枠：100社限定。大きな成長を目指す中堅企業向けの特別枠。
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１．（a）2020年4月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、
コロナ以前（2019年又は2020年１～３月）の同３か月の合計売上高と比較して
10％以上減少しており、（b）2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の
3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少
していること。
※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能。
（a‘）2020年4月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同
３か月の合計付加価値額と比較して15％以上減少していること。
（b‘）2020年10月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同
３か月の合計付加価値額と比較して7.5％以上減少していること。

２．事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築
に取り組む。

３．補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加、
従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加の達成。

■低感染リスク型ビジネス枠
小規模事業者等がポストコロナ社会に対応したビジネ
スモデルの転換に資する取組や感染防止対策費（消毒
液購入費、換気設備導入費等）の一部を支援
　補�助�額　上限100万円
　補�助�額　３／４
　補�助対象　オンライン化ツール、システムの導入、
ECサイトの構築など非対面化への取組など、ポ
ストコロナ社会に対応した販路開拓や非対面営業
などにつながる様々な取組が対象　　

※感染防止対策費は補助金総額の1/4を上限に支援
　（特別措置）

補助金
50万円

国庫補助充当分（補助率2/3）

■事業者負担額のイメージ
持続化補助金〈一般型〉分

事業者負担分（1/3）
事業者負担
25万円

補助金
100万円

国庫補助充当分（補助率3/4）
持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉分

事業者負担分（1/4）

埼玉県の補助があります

こ
の
部
分
を
市
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！

事業者負担
33.3 万円

感染防止対策費分
50万円

通常分
50万円

※感染防止対策費を計上している場合
通常
16.6万円

感染防止
16.6万円

■持続化補助金・事業再構築補助金についての
　問合せ先
　飯能商工会議所相談所　TEL�042-974-3111

●�埼玉県新型コロナウイルス感染防止対策支援事業費
補助金

　国の令和２年度第３次
補正予算小規模事業者持
続化補助金〈低感染リスク
型ビジネス枠〉において、
感染防止対策費に係る補助金を受ける飲食店に対して
事業者負担分を県独自に補助します。　

埼玉県の補助枠分

事業再構築支援金分
■�支給額　事業再構築補助金分の補助対象経費から、
当該補助対象経費に係る事業再構築補助金の額を控
除した事業者が50万円を超える場合50万円を上限
とする。

埼玉県の補助があります

感染防止対策費分
50万円

通常分
50万円

通常
16.6万円

感染防止
16.6万円

補助金（通常枠）
100万円～

国庫補助充当分（補助率2/3）
事業再構築補助金分

事業者負担分（1/3）
事業者負担
50万円～

この部分を市が支援します！

■申請方法　郵送で申請してください。
　【送付先】 〒330-9301
　　　　　埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
　　　　　埼玉 産業労働部 産業労働政策課
　　　　　経済対策担当 宛て
　※�交付要件等詳細については、
　　埼玉県ホームページをご覧ください。
　https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/
　kansenboshitaisakushienzigyohihozyokin.html

■飯能市支援金についての問合せ先
　飯能市産業振興課　TEL�042-986-5083
　※詳しくはチラシ参照
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（株）日立製作所グループ会社

6,300円

デイサービスセンター

山手なの花館

短時間運動特化型デイサービス

元気アップ倶楽部飯能

デイサービスセンター

山手せせらぎ館

居宅介護支援事業所

山手介護支援館

福祉用具販売とレンタル

介護ショップ山手

飯能市指定山手介護

紙おむつ支給事業所

元気の
ビタミン！

デイサービスセンター TOWA  GROUP

山手介護株式会社 973-0303
 代表取締役会長兼社長　加 藤   清
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障がい者アート協会　卓上カレンダー

▲2020年版

　障がい者アート協会では、可能性アートプロジェクトという凸版印刷
との共同企画を毎年行っております。来年の「名入れ卓上カレンダー」の
製造を実施することになりました。是非、ご協力下さい。

・卓上カレンダー
・名入れ可能（1箇所　黒）
・ 表紙＋12ヶ月の13作品の障がい者アートが

お楽しみいただけます。
・ こちらの可能性アートカレンダー2022には、

アート使用料の他に1部100円の寄付金が含
まれます。
●価　　　格　￥630（税別）
●最低ロット　100個（増刷50個単位）
●送　　　料　別　途

※�カレンダー足の「一般社団法人障がい者アート協会」の部分に御社名が入り
ます。また、ご購入いただきました企業様の「2022年名入れ卓上カレンダー」
のお取り組みを障がい者アート協会のSNSで広報させていただきます。

飯能商工会議所
では、障がい者
アート協会の主
旨に賛同し毎月、
創作作品を紹介
していきます。
紹介することで、
著作物利用料・創
作活動応援費と
して経済的支援
につながります。
作品のご活用は、
ＳＤＧs17の目標
のうち、8･9･10
の３点達成に向
けた取り組みと
なります。
会員の皆様で趣
旨に賛同される
方は、是非ご活
用ください。

子供と幻想の
イラストを
描いております。

一般社団法人障がい者アート協会　ホームページ　https://www.borderlessart.or.jp/

10月1日㈮
8日㈮ 19時～21時 はんのう起業スクール

5日㈫12時
～23日㈯20時まで 第159回簿記検定試験申込み受付

6日㈬ 14時～17時 第9回埼玉県西部地域産業ミニ商談会in　ウェスタ川越
6日㈬・20日㈬・27日㈬ オンライン展示会対応営業セミナー

8日㈮ 10時～11時30分 働き方・労務相談※
11日㈪ 10時～11時30分 公的支援策の申請に繋げるための経営分析・事業計画策定セミナー
13日㈬ 13時～16時 事業継承・譲渡・廃業相談※
14日㈭ 9時30分～12時 税務相談※
15日㈮ 13時～15時30分 日本政策金融公庫相談※
15日㈮ 19時～21時 はんのう起業スクールアフターフォローアップスクール
21日㈭ 13時30分～15時30分 経営法律相談※
12日㈫
28日㈭ 埼玉県よろず支援拠点無料経営相談★

※相談会は事前予約が必要になります。
★�の出張相談所は、直接「よろず支援拠点窓口」TEL：0120-973-248へお申込下さい。

　今月の予定� 令和3年（2021年）10月

飯能商工会議所ホームページ
http://www.hanno-cci.or.jp/　　e-mail：info@hanno-cci.or.jp

飯能商工会議所 検索

※ 恐縮ですがボリュームディスカ
ウントの対象外でございます。

「ミノムシ」� 苺飴（飯能在住）
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