令和３年７月１日
西予市商工会
会長 沖野 健三

５月26日、第16回通常総代会が書面決議にて開催され、役員改選の
結果、新役員が決定いたしました。
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国

小規模事業者持続化補助金<一般型>
新たなサービスを提供したい

お客様用のトイレを洋式
に造り替えたい
店舗を改装して違う層
のお客さんに来てほしい

補助額等
受付締切

新たな顧客獲得のために
チラシを作りたい
ホームページを作りたい

上限５０万円（２／３補助）
第６回受付締切：令和３年10月１日（金）
第７回受付締切：令和４年２月４日（金）
第８・９・10回は締切り未定

商工会がサポートし、事業者自身で経営計画を作成する必要が
あります。ご相談はお早めにお願いします。

商工会新規加入者
(令和３年５月７日理事会承認分)

≪宇和地区≫２事業所
ご加入ありがとうございます！

市

西予市商工会
４月１日時点会員数
普通会員966人
定款会員 32人
特別会員 17人

左から菊池宇和支部長、沖野会長、
酒井明浜支部長、宮中三瓶支部長、
佐伯城川支部長、谷本野村支部長

西予市店舗リニューアル補助金

対象者

小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業
を主たる業務として営む市民又は市内に住所を有する事業者
対象事業費

(1)リニューアル等工事に必要な費用が30万円以上で、市
内に本店または支店等の事業所を持つ業者等と契約を締結し施工するもの
(２)備品の購入に必要な費用が20万円以上であること

上限５０万円（１／２補助）※予算が無くなり次第終了

補助額等

市

西予市新規出店者店舗改修補助金

対象者

昼間営業をする小売業、宿泊業、飲食サービス業、また
は生活関連サービス業を主たる業務として出店しようとする商工団
体等（新規出店を検討されている方は商工団体へご相談ください）
対象事業費

新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め以下のイベントは中止となりました。
１．かっぱMATURIサマーin明浜2021
２．宇和地区盆踊り大会

ＪＲ卯之町駅風鈴吊り50年記念

フォトコンテスト開催決定

(1)リニューアル等工事に必要な費用が30万円以上で、市内
に本店または支店等の事業所を持つ業者等と契約を締結し施工するもの
(２)備品の購入に必要な費用が20万円以上であること

補助額等

野村地区都市再生整備計画区域上限額200万円（2/3補助）

応募期間
令和３年６月25日(金)～７月30日(金)
結果発表
令和３年８月10日(火)～８月20日(金)

・懐かしい駅舎や今の駅舎の風景など、テーマに沿った写真であること。
・JR卯之町駅舎が含まれる写真であること。

※投稿内容を「公開」に設定し、ハッシュタグを付けて投稿してください。
※撮影場所・撮影時期をご記入のうえ投稿してください。

・現物の写真を郵送又は持ち込み→西予市経済振興課

賞

・観光協会宇和支部長賞
・西予市商工会青年部宇和支部長賞
・西予市商工会女性部宇和支部長賞
・ＪＲ宇和島駅長賞

西予市商工会本所

令和３年11月10日(水)・11日(木)

健康診断助成金支給制度

・フェイスブックかインスタグラムで #変わりゆく卯之町駅舎 で投稿

応
募
方
法

健康診断（健診車）実施予定日

≪申込期日：令和３年９月30日(木)≫
野村支所
日程調整中

テーマ： 変わりゆく卯之町駅舎

※返却できないので大事なお写真はコピーしてお持ちください。
※写真の裏にボールペンで住所・氏名・電話番号を記入してください。
※郵送の場合は「写真在中」と朱書きしてください。

各賞１名ずつ
5,000円相当の
賞品をご用意！

その他注意事項等は西予市経済振興課Facebookページ、西予市商工会ＨＰをチェック！

西予市商工会

上限１５０万円（１／２補助）※予算が無くなり次第終了

■支給対象費用
令和３年１月１日～12月31日までに実施された費用
（人間ドック及び市役所主催の健康診断費用は除く）
■助成金額
１人あたり2,000円（事業所上限10,000円）
■助成金申請締め切り
令和４年１月31日
※商工会員であること。
※社会保険適用事業所であること。

当会野村支所は昨年９月１９日に移転しました。新住所は次の通りです。
［〒797-1212 西予市野村町野村12号619番地1（電話・FAX番号は変更ありません）］

〒797-0015
西予市宇和町卯之町三丁目297番地
TEL：0894-62-1240 FAX：0894-62-5800

野村支所72-0339
城川支所82-0208

三瓶支所33-0357
明浜支所64-0311

国

小規模事業者持続化補助金
〈低感染リスク型ビジネス枠〉

感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させる
ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセス
の導入等に関する取組を支援。
例：ＨＰやチラシの作成、新商品の開発、感染防止対策による経費
テイクアウトやデリバリーを開始、学習塾のオンライン授業

補助対象者

・緊急事態宣言再発令による特別措置の適用対象者
・緊急事態宣言の再発令によって2021年１～３月のいずれかの売上高
が対前年又は前々年の同月比で30％以上減少している事業者

補助金額等

上限１００万円（補助率３／４）
更に補助対象経費の1/4を上限に感染防止対策費を
別途支援(最大25万円)

受付締切

申請方法

第２回受付締切：令和３年７月７日（水）
第３回受付締切：令和３年９月８日（水）
第４回受付締切：令和３年11月10日（水）
第５回受付締切：令和４年１月12日（水）
第６回受付締切：令和４年３月９日（水）

補助金申請システム（Ｊグランツ）

国

事業再構築補助金

市

西予市中小企業者等えひめ版応援金

給付対象者

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う飲食店の営業時
間短縮や不要不急の外出・移動の自粛等により、令和３年１月から５
月のいずれかの事業収入（売上）が、平成31（令和元）年又は令和２
年同月（比較対象月）と比較して30％以上減少しており、感染拡大を
予防しながら事業継続に取り組む西予市内の中小企業者等を支援する
ため、愛媛県及び西予市の連携により「応援金」が支給されます。
※農林漁業者、医療法人、農業法人、NPO法人等も対象となります。
※「営業時間短縮に係る協力金」の対象者又は「緊急事態宣言及びま
ん延防止等重点措置に伴う一時支援金等」を受給した事業者は原則と
して対象になりません。
※比較対象月の属する事業年度の事業収入が法人は240万円以上、個
人事業主は120万円以上である必要があります。

給付額(定額)

申請期間

法
人：２０万円
個人事業主：１０万円

令和３年６月４日(金)～令和３年７月３０日(金)

※郵送のこと。
【お問合せ先】
中小企業者：西予市役所産業部 経済振興課TEL：0894-62-６４０８
農業者・漁業者(個人事業主のみ) 農業水産課TEL：0894-62-６４０９
林業者（個人事業主のみ)
林業課TEL：0894-62-６４９３

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への企業の挑戦を支援。

つながる西予『飲食応援前売り券』

補助対象者

・申請前の直近６カ月間のうち、任意の３カ月の合
計売上高が、コロナ以前の同３カ月の合計売上高と比較して10％以
上減少している中小企業等。
・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中小企業等。
・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、または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。

補助金額等

購入対象者

店舗を応援したい全ての方

購入場所

前売り券取扱店（購入店舗でのみ使用可能です）
最新の取扱店一覧は西予市商工会ホームページで
ご確認ください。

購入期間

令和３年４月１日(木)～令和３年９月30日(木)

100万円～6,000万円 (補助率２／３以内)

参加店随時募集中！

(通常枠

参加資格／西予市内の食品営業許可証を取得している飲食業等事業者
登録手数料他／本事業では手数料をいただきません。
詳しくは商工会までお問合せください。

中小企業者等の場合)

受付締切

第２回公募締切：令和３年７月２日（金）

申請方法

公募締切後、更に３回程度の公募が予定されています。
電子申請（ＧビズＩＤプライムアカウント※取得が必要）

【お問合せ先】コールセンターTEL：０５７０－０１２－０８８

国 新型コロナウイルス感染症特別貸付
融資対象 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況

悪化を来し、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近１ヶ月間（他、最近14日間以上１ヶ月未満の任意の期間におけ
る売上高)【又は過去6ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高】が
前３年の全ての同期と比較して５％以上減少した方。
②業歴３カ月以上1年１ヶ月未満の場合等は、最近１カ月間等の売上高
又は過去６ヵ月(最近１カ月を含む。)の平均売上高(業歴６カ月未満
の場合は、開業から最近１カ月間までの平均売上高)が次のいずれか
と比較して５％以上減少している方。
a 過去３ヶ月（最近１ヶ月を含む。）の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月～12月の平均売上高
【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内【うち据置期間】５年以内
【融資限度額（別枠）】国民事業8,000万円、中小事業６億円
【金利】当初3年間基準金利▲0.9％、4年目以降基準金利
国民事業1.26％→0.36％、中小事業1.11％→0.21％
(令和３年６月１日現在、貸付期間５年の場合)
【お問合せ先】 日本政策金融公庫 宇和島支店：TEL0895-22-4766
事業資金相談ダイヤル：TEL0120-154-505

県

コロナ対応新ビジネスモデル補助金

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、社会経済環境の変化に応じ
た新たなビジネスモデルの展開の促進に挑戦する事業者を支援。
例：飲食店の既存メニューを活用した食材宅配ミールキット事業への参入
トレーニングジムのオンライン型パーソナルトレーニングへの転換
婦人服小売店の婦人服の販売からサブスクリプションサービスへの転換

補助対象者
愛媛県内に事業所を有する中小・小規模事業者及び個人事業者
対象要件
経営計画に基づいて実施する新たなビジネスモデルの展開を
目的とした事業費総額75万円(税抜)以上の事業であること。
補助金額等

下限５０万円／上限１００万円
(補助率２／３以内)

受付締切

第２回受付締切：令和３年７月30日（金）

申請方法

商工会・商工会議所を経由して補助金事務局に提出

【お問合せ先】補助金事務局TEL：０８９－９９４－８３１６

