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　県内中小企業を取り巻く状況は、長引く新型コロナの影響に加え、エネルギー
価格、物価高騰等の影響を受け、厳しい状況であります。そのような中、国はグリー
ン分野での「事業再構築補助金」を開始しましたが対象要件が厳しいものとなって
います。そこで、国の補助金対象とならない県内中小企業でも取組める県独自の
補助金が創設されました。
　また、経営革新デジタル活用支援補助金の第5回公募（１月～３月承認対象）が2
月から開始予定です。

●�新型コロナやエネルギー価格・物価高騰等の影響を受けにくい経営体質
に転換するため、デジタル技術を活用した新たなチャレンジをする事業
者を支援
●�対象：令和4年度上半期の経営革新計画の承認事業者→令和4年度末の承
認まで拡大

埼玉県経営革新グリーン分野進出
� 支援事業補助金について

■経営革新グリーン分野進出支援事業

■経営革新デジタル活用補助金支援事業国のグリーン成長戦略が設定した、今後産業として成長が期待される14の重要分野
①洋上風力・太陽光・地熱 ②水素・燃料アンモニア ③次世代熱エネルギー ④原子力
⑤自動車・蓄電池 ⑥半導体・情報通信 ⑦船舶 ⑧物流・人流・土木インフラ
⑨食料・農林水産業 ⑩航空機 ⑪カーボンリサイクル・マテリアル
⑫住宅・建築物・次世代電力マネジメント ⑬資源循環関連 ⑭ライフスタイル関連

最寄りの商工会議所・商工会へお問い合わせください。

令和４年１１月１４日(月)〜１２月２８日(水)

国のグリーン成長戦略「実行計画」14分野への進出に係る費用を補助します !!

経営革新グリーン分野進出支援事業補助金 (第１回)

公募期間

実行計画
14分野
とは

対 象 者

①県内に登記簿上の本店及び主たる事務所を有する者（個人事業主においては、県
内に住民票上の住所地及び主たる事務所を有する者）であること

②組合の場合は、事業及び経費の分担が明確であり、構成員への成果普及体制が整
っていること

③令和4年4月1日〜令和4年12月28日に埼玉県から経営革新計画の承認（変更
承認を含む）を受けている（または受ける見込みの）者で、その計画に基づき、成長
戦略実行計画（国のグリーン成長戦略「実行計画」14分野）へ新たに進出する事
業を行う者であること

④承認された（または承認見込みの）経営革新計画の申請書別表１に記載された付
加価値額または一人当たりの付加価値額の計画終了時の目標伸び率を事業期間の
年数で除算した値が年率5.0%以上であること

⑤補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続
する意思があること

補 助 率
上 限 額

①補助率︓補助対象経費の２分の１
②補助額︓上限５００万円（ただし、補助対象事業費は１００万円以上とする）

必要書類
埼玉県の「事業再構築等に取り組む中小企業等への支援について」
のサイトから当補助金のページに移動し、ダウンロードしてください。

問合せ先

補助事業
期 間

補助金交付決定日〜令和５年６月３０日(金)
※ただし、事前着手等（契約、発注等）が必要であると認められる場合は経営革新計画の
承認（変更承認を含む）日まで遡及して補助対象にできます

埼玉県 事業再構築

彩の国

埼玉県
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埼玉県の産業別最低賃金が下記のとおり改正に
なりましたので、各事業所でご確認ください

※�特定(産業別)最低賃金
とは、関係労使が崎�
県最低賃金額よりも高
い金額水準の最低賃金
を定めることが必要と
認める産業に適用され
るものです。

　11月13日（ 日 ）
はんのう生活祭×
西川材フェアーが
開催されました。
　3年ぶりの開催
でしたが、コロナ
感染防止による縮
小した形で開催、
西川材フェアーエ
リアでは、地元関連業者や団体などが出店し、木工
製品等の販売やＰＲを行いました。

　皆様に大好評でしたパンフェスタが
帰ってきます！今回は、場所を日高市
巾着田に変えて開催します。県内外か
ら人気のパン屋さんが集合します。
●日　時　令和4年12月11日（日）
　　　　　午前11時～午後1時まで
　　　　　※雨天決行
●場　所　日高市巾着田曼珠沙華公園
※�出店者等は、商工会議所ホームペー
ジをご確認ください。

※�駐車場に限りがありますので、公共
交通機関をご利用ください。

　コロナ禍に加え、エネルギー価格等の高騰によ
る影響を受けている市内の貨物運送事業者の影響
緩和を図り、事業継続を支援するため、支援金を
給付します。
●主な申請要件
・�市内に本社（個人の場合は主たる事業所）又は営
業所を有する貨物運送事業者。
・��一般貨物自動車運送事業の許可を得ていること
又は貨物軽自動車運送事業の届出をしているこ
と。
・��飯能市の法人市民税（個人事業主は市民税）が課
税されており、かつ市税に未納がないこと。
●対象となる車両の主な要件
・��一般貨物自動車運送事業の緑ナンバー車両又は
貨物軽自動車運送事業の黒ナンバー車両で、使
用の本拠の位置が飯能市内であること。

埼玉県産業別最低賃金の改正について

西川材フェアー開催

「飯能・日高パンフェスタin巾着田」を
開催します。

飯能市貨物運送事業者支援金

子供たちによる模擬上棟

・��車検証の登録年月日が令和４年12月１日以前
であって、有効期限が本支援金の申請日以降
であること。
※�電気自動車、自動二輪車、被牽引車、主とし
て貨物を運ぶことを目的としていない特種用
途自動車は対象外です。
●支援金額（対象車両1台当たり）

●申請期間　�令和4年12月12日（月）～
　　　　　　　　令和5年2月28日（火）
提出書類、その他詳しい要件等は飯能
市ホームページをご確認ください。
●お問い合わせ
　飯能市役所産業振興課　TEL：986-5083

特定（産業別）
最低賃金 現行時間額 引上げ額 引上げ率 改正時間額 改正予定

非鉄金属※1 974円 32円 3.29% 1,006円

令和4年
12月1日
発効

電子部品※2 981円 32円 3.26% 1,013円
輸送機械※3 990円 23円 2.32% 1,013円
光学機械※4 990円 32円 3.23% 1,022円
自動車小売※5 988円 30円 3.04% 1,018円

一般貨物自動車運送事業用
登録車両（緑ナンバー）

【普通車】50,000円
【小型車】12,000円

貨物軽自動車運送事業用
登録車両（黒ナンバー） 9,000円

[参考:事業概要]
・国事業再構築補助金の対象とならない中小企業等のデジタル技術を活用した新たな挑戦を支援
・�コロナの影響により売上高が10%以上減少している事業者を支援(任意の3�か月の売上がコロナ
以前と比較して減少)
　→新たに、物価高騰等の麟壁により付加価値額が15%以上減少している事業者も対象に加える
・事業内容は経営革新計画で確認
・補助額:�50万円から150万円　補助率:2分の1
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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

73

サンタさんいないよ、指導中うっかり漏らした一言、夢を与えるべき人がなんという軽はずみなと、
親御さん大怒り、こんなに困ったことはありません。
1941年生まれ。静岡県在住。生後７ケ月でポリオによる歩行不可能となり、未就学の子ども時代
を経て、独学で画家に。制作活動の傍ら、主に地域の児童を対象とした「太田利三絵画教室」を主宰。

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。

資金のお使いみち 運転資金 設備資金

融 資 限 度 額 2,000万円
ご 返 済 期 間
（うち据置期間）

7年以内
（1年以内）

10年以内
（2年以内）

利　　　 率（ 年 ） 特別利率F※

担 保・ 保 証 人
⃝担保・保証人は不要です。
⃝�ご利用にあたっては商工会議所会頭、
　商工会会長等の推薦が必要です。

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/

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

「 出 発 」 太田利三（静岡県在住）
12月8日㈭ 9時30分〜11時30分 税務相談※

8日㈭ 13時〜16時 飯能青色申告会インボイス対策セミナー

9日㈮ 10時〜11時30分 働き方・労務相談※

11日㈰ 9時〜 第141回暗算検定試験

11日㈰ 11時〜13時 はんのう・ひだかパンフェスタin巾着田

12日㈪ 10時〜11時30分 特許・商標・著作権相談※

14日㈬ 13時〜16時 事業承継相談※

15日㈭ 13時〜15時30分 日本政策金融公庫相談※

19日㈪ 9時〜 第227回珠算検定受付開始

20日㈫ 13時30分〜15時30分 経営法律相談※

28日㈬ （仕事納め1月4日まで年末年始休業）

13日㈫・22日㈭　10時〜16時 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4年（2022年）12月

マル経融資制度のご案内

　商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業
者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で
ご利用できる制度です。

※特別利率Ｆ：1.15（令和４年11月１日現在）

●マル経融資（小規模事業者経営改善資金）の概要
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