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趣旨

新型コロナウイルスによる経済危機を克服する追加経済対策、国の第２次補正予算は6月12日に国
会成立予定であり、兵庫県、神戸市の第２次補正予算案についても明らかになりましたので、今回は
その点を中心に更新しています。
県・市６月補正予算関係の具体的な申請方法等は議決後に公開されますが、本版は現時点での内容

をベースに作成しております。また、以下の申請が今月中の提出〆切となりますのでご注意ください。
6/19〆切：チャレンジ支援補助金（市）
6/30〆切：経営継続支援金（県市町協調）、店舗家賃負担軽減補助金（市）

〔現行支援策〕2020年6月11日時点
県・市６月補正予算案（経済対策分）・・・ P.2～3
国第２次補正予算案（経産省・厚労省関連） P.4～5
市支援制度サイト ・・・・・・・・ P.6
経営相談窓口 ・・・・・・・・ P.7～8
社労士相談 ・・・・・・・・ P.9
融資相談窓口 ・・・・・・・・ P.10
県市協調中小企業融資制度（拡充） ・・・ P.11～12
持続化給付金 ・・・・・・・・ P.13～14
経営継続支援金（県市町協調）・・・・・・ P.15
地域企業再起支援事業（県）・・・・・・・ P.16
中小企業等事業再開への支援（県）・・・・ P.17
店舗家賃負担軽減補助金（市）・・・・・・ P.18
チャレンジ支援補助金（市）・・・・・・・ P.19
雇用関係支援策 ・・・・・・・・ P.20
雇用調整助成金 ・・・・・・・・ P.21～22
税・使用料の支援 ・・・・・・・・ P.23
市税・県税納税猶予制度 ・・・・・・ P.24
販路開拓・消費喚起 ・・・・・・ P.25

情報を探す

相談先

・・・

・・・

・・・資金繰り

・・・受け取る

税制支援等 ・・・

販路開拓等 ・・・

NEW ・・・



県６月補正予算案（経済対策分）
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出典：兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gove
rnor/g_kaiken20200605.html

県6月補正予算案の経済対策
分の概要はこちらになります。
具体的な申請方法等の詳細は
議決後公開される見込みです。
これまでの支援の拡充につい
ては、現時点の情報を以下の
ページでご紹介します。
関連ページ：P.11、15、17

https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_kaiken20200605.html


市６月補正予算案（経済対策分）
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出典：令和2年度6月補正予算案の概要
https://www.city.kobe.lg.jp/a61436/855309432304.html

市6月補正予算案の経済対策分はこちらになります。
詳細については議決後公開される見込みです。これまでの支援
の拡充については、現時点の情報を以下のページでご紹介しま
す。
関連ページ：P.15、19

出典：神戸市6/10定例会見資料

https://www.city.kobe.lg.jp/a61436/855309432304.html


国第２次補正予算案（経産省関連）
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〇令和2年度第2次補正予算案等（経済
産業省関連）の概要
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosa
n_fy2020/hosei/hosei2.html

経済産業省 第2次補正予算案【予算額：15兆168億円】※うち、4兆8,067億円は財務省計上、55億円は農林水産省計上。

１．資金繰り対策 【10兆9,405億円】
①日本政策金融公庫等による実質無利子融資の継続・拡充（中小・小規模事業者向け）【5兆5,683億円】
日本政策金融公庫及び商⼯組合中央金庫（危機対応融資）等が「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等を継続
し、さらに貸付上限額と利下げ限度額の引き上げを実施。

②民間金融機関を通じた実質無利子融資の継続・拡充(中小・小規模事業者向け)【3兆2,375億円】
都道府県等による制度融資を活用した民間金融機関の実質無利子融資を継続し、さらに融資上限額の引き上げを
実施。

③資本性資供給・資本増強支援（中小・小規模事業者向け）【1兆2,442億円】
長期一括償還の資本性劣後ローンを供給するとともに、中小機構出資の官民連携のファンドによる出資や債権
買取等を実施。

④危機対応融資及び資本性劣後ローン（中堅・大企業向け）【8,905億円】
長期・低利の融資を実施するとともに、財務基盤が悪化している事業者に対して、資本性劣後ローンを供給。

２．持続化給付金【1兆9,400億円】
新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を
支給。足下の状況等を踏まえ積み増し。

３．家賃支援給付金 【2兆242億円】（概要：P.4、PR資料：P.7参照）
新型コロナウイルス感染症を契機とした５月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業
継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給。

５．中小・小規模事業者向け経営相談体制強化事業 【94億円】
各市町村へ専門家を派遣し、中小・小規模事業者からの相談に対応する体制を整備。
また、商⼯会・商⼯会議所の相談受付体制を強化。

４．中小企業生産性革命推進事業による事業再開支援 【1,000億円】
業種別ガイドライン等に基づいて中小企業が行う、事業再開に向けた消毒設備や換気設備の設置などの取組を支援。

６．感染症対策関連物資生産設備補助事業 【22億円】
抗原検査機器やN95マスク等のニーズが高い物資について、生産設備の
整備・増強に係る費用を補助し、国内における供給の拡大を図る。

https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/hosei2.html


国第２次補正予算案（厚労省関連）
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〇令和２年度厚生労働省第二次補正予算
案の概要
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/20
hosei/02index.html

「雇用を守るための支援」から、以下抜粋

〇雇用調整助成金の抜本的拡充【7,717億円】
新型コロナウイルス感染症の影響により休業する事業主を支援するため、４月１日以降に開始される賃金締切期間

中の休業について、９月まで雇用調整助成金の日額上限を8,330 円から 15,000 円まで特例的に引き上げる。同時に
解雇等を行わない中小企業の助成率を 10/10 に引き上げ、緊急対応期間を９月まで延長する。また、支給処理に係る
人員体制の強化及び社会保険労務士との協力体制の構築等により、雇用調整助成金の支給の迅速化を図る。

〇新型コロナウイルス感染症対応休業支援金（仮称）の創設【5,442億円】
事業主が休業させ、休業期間中の賃金の支払いを受けることができなかった中小企業の労働者に対し、当該労働者

の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金（仮称）を支給する。

〇失業等給付費の確保【2,441億円】
雇用失業情勢の変化に対応するため、失業等給付費を確保

○ 中小企業におけるテレワーク導入支援
【33億円】
テレワークを新規で導入する中小企業に対

し、テレワーク用通信機器の導入・運用等に
係る経費について助成金による支援を継続す
るとともに、助成金の迅速な支給のため、必
要な体制を整備する。

〇就職支援の強化等【34億円】
雇止め等にあった労働者の早期再就職を支援するため、ハローワークの就職支援ナビゲーターを拡充し、担当者制

による就職支援の強化を図る。また、人材不足が深刻化している福祉分野等において、就職支援コーディネーター等
を配置し、求職者・求人者それぞれへの支援、マッチング支援を行う。このほか、今般の新型コロナウイルス感染症
の発生に伴う各種取組の実施により、ハローワークコールセンターへの問い合わせが増加していることから、体制の
強化を行う。

〇小学校等の臨時休業等に伴う特別休暇取得制度への支援【50億円】
小学校等が臨時休業で子どもの世話を行う保護者である労働者に

有給の休暇を取得させた事業主を支援するため、小学校休業等対応
助成金の日額上限を8,330円から15,000円に引き上げるとともに、
当該制度に関する相談に応じるコールセンターの体制の強化等を行
う。また、病気休暇等の特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取
り組む中小企業等に対し、引き続き助成金により支援する。

厚生労働省 第2次補正予算案【予算額：4兆9,733億円】※うち、一般会計3兆8,507億円、労働保険特別会計1兆4,446億円

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/20hosei/02index.html


神戸市支援制度サイト

6

神戸市HP「新型コロナ対策市支援総合サイト」にて、新型コロナに関する行政の支援制度を市民と事業者向けに分け、
目的別に整理表示しております。以下のページよりご確認いただけます。

●市民向け
https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/coronavirus.html

●事業者向け
https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/coronavsupportsforbusiness.html

https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/coronavirus.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/coronavsupportsforbusiness.html


経営相談窓口
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新型コロナウイルスの影響による経営全般に関する相談先は、神戸市では「ひょうご・神戸
経営相談センター」（神戸市産業振興センター1階）で受け付けております。また、旅行関係
事業者等に対する特別相談窓口も以下参照ください。

【場所】
●神戸市産業振興センター1階「ひょうご・神戸経営相談センター」
所在地：神戸市中央区東川崎町1-8-4
電話：078-977-9079

【相談受付時間】
●平日午前9時から午後5時

当窓口は、神戸市（神戸市産業振興財団）、兵庫県（ひょうご産業活性化センター）、神戸商⼯会議所が連携して
「ひょうご・神戸経営相談センター」に設置しています。相談内容に応じて各種経営支援を実施いたします。

出典：兵庫県HP



経営相談窓口（別会場）
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新型コロナウイルスの影響に起因して、経営上困難にある市内中小企業、個人事業主の方を
対象に、以下の期間、相談窓口を別会場に開設しています（要予約）。支援メニューの他に
銀行員や中小企業診断士にも相談できます。

出典：神戸市HP
https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/20200528-2.html

〇主な対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で経営上困難がある市内中小企

業経営者・個人事業主のうち、以下のような状況にある方
・インターネットや新聞等で正確な情報を得ることが難しい方
・相談できる相手がいない、誰に相談したらいいかわからない方
・補助金や給付金の申請方法や窓口がわからない方

〇サービス内容
【要予約】
フリーダイヤルの専門電話番号で予約受付
[平日9時から17時 0800-200-9677〕

【対応内容】
新型コロナウイルス感染症にかかる「支援メニューの概要（国・

県等の制度を含む）」と「専用窓口への問い合わせの仕方」の回答

可能な限り専門的な内容にも対応するため、銀行員・中小企業診断
士を配置。一般相談員（市職員等）が一次受付、相談内容に応じ専
門家が対応する。

〇開設期間・会場
5月28日（木曜）予約受付開始
5月29日（金曜）～6月12日（金曜）

：みなとがわホール（兵庫区役所2階）
6月15日（月曜）～6月30日（火曜）

：アスタくにづか4番館東棟3階
（時間）平日9時から17時

https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/20200528-2.html


社労士相談
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5月初旬に社労士との電話相談窓口（予約制）が開設されました。厳しい経営状況にある市内
中小企業の事業者が抱える経営上のご相談に対して、社会保険労務士が専門的な観点からお
答えする無料の電話相談窓口です。

＜対象者＞ 市内の中小企業

＜ご相談の内容＞

＜相談方法＞
ご相談は予約制です。
下記の専門相談ダイヤルにお電話いただき、会社名・氏名・連絡先・ご相談の概要をお知らせくだ
さい。

〇新型コロナウイルス感染症に関する事業者向け専門相談ダイヤル
0800-200-9677（※フリーダイヤル）
平日：9時00分～17時00分

予約の日時になったら、再度、専門相談ダイヤルにお電話ください。
専門家へおつなぎの上、ご相談を承ります。（相談時間：30分まで）

出典：神戸市HP
https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/senmon.html

ご相談事例 対応 対応日時

・従業員の雇用・労働・社会保険に関すること
・雇用調整助成金等、制度活用に関する情報

社会保険労務士 毎週火・木曜日

https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/senmon.html


融資相談窓口

出典：兵庫県HP
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県内の貸付・融資の問い合わせ先は以下となりますが、まずは取扱金融機関にご相談いただく
こともお勧めします。
日本政策金融公庫や商⼯中金の新型コロナウイルス感染症特別貸付や、信用保証協会のセーフ

ティネット保証・危機関連保証がございますが、新規融資を含め多くが民間金融機関からの融資
実行となることから、現在の条件変更の相談についても、国から各金融機関等に対して、事業者
の実情に応じて柔軟に対応するよう要請がなされています。

⇒神戸市窓口：経済政策課(神戸市産業振興センター) 078-360-3206



県市協調中小企業融資制度（拡充）
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3年間無利子で保証料負担も軽減する「①新型コロナウイルス感染症対応資金」が新設され、5月１日より県
内民間金融機関窓口にて受付が開始されています。
※取扱期間：令和２年５月１日～12月31日保証申し込み受付分まで
①への借換により、既存県融資制度の利用者や県融資制度以外の信用保証付融資の利用者も当初３年間の

無利子化や保証料の減免を受けることが可能となります。

現在、新型コロナ対策で県と市の協調融資で拡充している貸付は以下の5つです。
①新型コロナウイルス感染症対応資金
②新型コロナウイルス対策貸付（経営円滑化貸付）
③新型コロナウイルス危機対応貸付（経営円滑化貸付）
④経営活性化資金（新型コロナウイルス対策）
⑤借換等貸付（新型コロナウイルス対策）

①の要件は、
(1)個人事業主（小規模企業者）で売上減少5％以上：当初３年間無利子・保証料０
(2)上記を除く、中小企業者で売上減少15％以上：当初3年間無利子・保証料０
(3)同上（売上減少5％以上15％未満）：保証料1/2

②④⑤は５％以上、③は15％以上の売上減少が要件となっており、④は「経営活性化資金」の取扱金融機関
と１年以上の与信取引の実績が必要、⑤は既往借入金の借換等貸付となります。

①～⑤の融資申し込み先は取扱金融機関です。旅館・ホテル業含め追加指定（2020年3月3日経済産業省）
された「セーフティネット保証（第5号）」についての市長認定手続きについては、取扱金融機関を介して
融資が行われますが、申請先は神戸市産業振興センターとなっています。

県６月補正予算では①の融資限度額を3,000万円から4,000万円に引き上げ、①の限度額を超える資金需要に
対応するため、5,000万円を限度に保証料無料の融資（新型コロナウイルス感染症対応保証料応援貸付
（6/22～翌1/31））が創設される見込みです。



県市協調中小企業融資制度（拡充）

参考：神戸市HP
https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/coronavs
upportsforbusiness.html 12

出典：兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/seidoyuusiitiran.html

①

②

③

④

⑤

https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/coronavsupportsforbusiness.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/seidoyuusiitiran.html


持続化給付金
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〇持続化給付金申請ページ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

新型コロナの影響拡大で売上が減少した事業者に対し、中小企業は200万円、個人事業主
等は100万円を上限とした給付金がこちらになります。売上が前年同月比で50％減少してい
ることが要件です。申請ページ（中小企業庁開設）が5月1日に開設されております。

出典：経産省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-
kyufukin.html

参考：兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/corona/c
orona_support3.html#corona_support3-1

https://www.jizokuka-kyufu.jp/
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/corona/corona_support3.html#corona_support3-1


持続化給付金申請支援窓口
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持続化給付金の電子申請にあたり、端末操作に不安がある方を対象に各区役所・支所にて
申請支援窓口が6月9日に開設されました。申請に必要な情報や書類を準備して、来場希望日
の前日までに予約が必要となります。市職員と行政書士が会場で入力支援を行います。

出典：神戸市HP
https://www.city.kobe.lg.jp/
a31812/20200604.html

https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/20200604.html


経営継続支援金（県市町協調）
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兵庫県下の休業要請対象事業者に対して、休業による影響に配慮するため、国の緊急経済対策の持続化
給付金に加え、県・市町が協調して経営継続支援金が支給されます。
電子申請が当初予定されていましたが、不具合の懸念、電子申請の場合も申請者情報等を入力していただ
いた後、書類を郵送する必要があるため、郵送申請のみとなりました。
県・市6月補正にて4/29～5/6の新たな休業協力、5/7以降の延長に応じた事業者に対しての支給が予定

されていますが、本件の具体的な申請方法は県議会議決後、県HPに掲載される見込みです。

〇申請確認ページ（兵庫県HP）
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kyugyoshien.html

出典：令和２年度６月補正予算案
（緊急経済対策等）案 P.29
https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_kaiken20200605.html

（1）申請受付期間【従来申請分】
4月28日（火曜日）～6月30日（火曜日）【予定】

（2）申請方法
郵送で申請書と添付書類を提出してください。新型コロナウイルスの感染拡大を
防ぐため、ご持参による提出はご遠慮ください。以下宛先へ簡易書留やレター
パックなど郵便物の追跡ができる方法での提出をお願いします。

《宛先》〒650-8772 神戸市中央区中山手通 兵庫県経営継続支援金事務局あて
※郵便番号と宛名だけでも届きます。（住所記入不要）

（3）申請に必要な書類
申請書
主な添付書類
(ア) 誓約書
(イ) 代表者の本人確認書類（法人代表者又は個人事業主本人のマイナンバー
カード、運転免許証、パスポート、健康保険証等の写し＜住所、氏名、生年月日
が分かる部分＞）
(ウ) 令和2年3月1日以前から営業活動を行っていることが分かる書類（直近の
確定申告書など開業していることが分かる書類）
(エ) 休業等の対象施設であることが分かる書類（営業許可証、施設の写真など）
(オ) 休業（営業時間の短縮）をしたことが分かる書類（店頭の休業告知チラシの
写真、ホームページ上の告知文など）
(カ) [学習塾等、商業施設のみ]休業等施設の床面積が分かる書類（不動産賃貸契
約書、固定資産税課税通知書など)
(キ) 平成31年4月及び令和2年4月（または、令和元年5月及び令和2年5月）の売上
が分かる書類（帳簿の写し等）
※令和元年5月2日以降に創業された方の売上の比較方法については募集要項をご覧
ください。

（4）お問い合わせ
経営継続支援金相談ダイヤル
開設時間 午前9時～午後5時（土日祝日を含む毎日）
電話番号 078-361-2281

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kyugyoshien.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_kaiken20200605.html


地域企業再起支援事業（県）
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地域経済の早期再起を目指すため、地域経済に必要不可欠な中小企業の再起に関する取り組み
として、募集中の支援策（6/11時点）は以下の通りです。

出典：兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/corona/cor
ona_support3.html#corona_support3-3

○タクシー事業者向け観光受入環境整備事業
先端機器等の活用により、タクシーの観光利用やインバウンド対

応を促進し、国内外観光客の周遊性・満足度を向上
[申請者] 事業実施を希望するタクシー事業協同組合、グループ等
[支援事業例] マルチキャッシュレス決済機器の導入【必須】
（以下、任意で追加可能）
施設・設備・Webサイト・パンフレット等の多言語化、通訳・
翻訳機の導入、車内Wi-Fi環境の整備、タブレット等IT機器を活
用した観光案内システム導入 等

[補助上限額] 1,000万円(定額補助) 
【問い合わせ先】
兵庫県産業労働部観光振興課
(078-362-3838)

○産業界提案型復活応援事業
商⼯団体･業界団体が、複数の会員企業等が取り組む新たな事業

（グループによる取組）を支援することで、地域経済の再起を促進
[申請者] 事業実施を希望する商⼯会、商⼯会議所、中小企業団体
中央会、商店街振興組合、⼯業会、旅館業組合等

[支援事業例] eコマースへの参入（越境EC、オンラインショッピ
ング等）、リモートワークの導入、サテライトオフィス・テレ
ワーク環境の整備 等

[補助上限額] 750万円(補助率3/4) 
【問い合わせ先】
兵庫県産業労働部経営商業課
(078-362-3313)

○地域企業再起・躍進支援事業
コロナ禍でダメージを受けた地域の基幹的リーディング企業による

新たな事業展開を支援し、地域産業力を向上
[申請者] 中小企業、小規模事業者
[支援事業例]
産地企業による新商品開発、飲食店・旅館等の予約システムの導入、
在庫管理システムの導入、海外進出に向けた基礎調査 等

[補助率] 3/4

【問い合わせ先】
兵庫県産業労働部⼯業振興課
(078-362-3330)

従業員規模 補助上限額 件数 想定される用途

50人以下 75万円 100件 複数店舗の受注、在庫、
商品の一元管理

100人以下 225万円 50件 レストラン予約システム
の導入

300人以下 275万円 50件 播州織の新製品開発

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/corona/corona_support3.html#corona_support3-3


中小企業等事業再開への支援（県）
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県６月補正予算で事業所や店舗が再開する際、３密を防ぐ換気設備や仕切り板を置くなどの整
備費として、中小企業に20万円（複数事業所40万円）、個人事業主に10万円（同20万円）を補
助する制度の創設が予定されています。

出典：令和２年度６月補正予算案
（緊急経済対策等）案 P.35
https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_kaiken20200605.html

https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_kaiken20200605.html


店舗家賃負担軽減補助金（市）
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神戸市独自事業として、中小企業等の店舗の家賃を月額半額以上減額した不動産オーナーに、減額分の８割
（最大200万円）を支援する制度が開設されました。休業要請対象外店舗も対象となり、対象店舗が拡充され
ています。
対象の賃料は「令和2年4月および5月の2ケ月分」であり、受付が開始されています。また、国の第２次補正
予算で「家賃支援給付金」(P.4)が予定されておりますが、現時点では詳細未定です。

〇申請確認ページ（神戸市HP）
https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/yachin.html

仕組みと対象者 対象店舗
・来店するお客様に対して物品の販売やサービスの提供を行う
店舗が広く対象
・県市協調の「休業要請事業者経営継続支援事業」の対象外の
店舗も対象
〇対象となる店舗の例
物品の販売を行う施設

飲食料品店，スーパーマーケット，コンビニエンスストア，ドラッグストア，

衣服・靴・かばんその他小物の販売，自動車・自転車・電化製品の販売 等

サービスの提供を行う施設
飲食店，喫茶店，宿泊施設，クリーニング店，理美容店，銭湯，不動産店，

旅行代理店，フォトスタジオ，映画館，劇場，スポーツ施設，遊技場，
学習塾・各種教室，診療所，鍼灸院，柔道整復師の施術所，
老人・障害者福祉事業の施設 等

〇対象とならない施設
事務所，⼯場，作業場 等

問い合わせ先
神戸市家賃負担軽減補助金コールセンター
電話：078-891-5212 受付時間：平日9時00分～17時00分
E-メールでのお問い合わせ先
support_yachin@kobe.graffer.jp

提出書類
・申請書 ・誓約書 ・本人確認書類
・家賃減額等に関する合意確認書

申請方法
オンライン申請と郵送での申請

申請期間
令和２年５月１９日（火）～６月３０日（火）申請受付
（※オンライン申請は５月２９日（金）～）

https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/yachin.html


チャレンジ支援補助金（市）
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神戸市独自事業として、現下の危機的状況を乗り越えるための「事業継続」に向けた取り組みや回復期を見
据えた「販路開拓」、「新商品の開発」などにチャレンジする、市内中小企業の新たな取り組みに対する補助
金の受付が始まっています。補助率3/4・補助上限100万円で国県補助金併用可（ただし対象経費から国県補
助金額分の除算あり）とされます。 4月1日以降に実施した事業も補助の対象となります。

〇申請確認ページ
（神戸市HP）
https://www.city.kobe.lg.
jp/a31812/jigyoukeizoku.
html

〇対象事業
事業継続や売上向上のための新たな取り組みで、
令和３年１月末までに納品・支払いが完了する事業が対象。
例）
・飲食店が宅配事業を始める
・居酒屋が昼の時間を利用して弁当販売を始める
・製造業が新商品開発に取り組む
・小売店がインターネットの電子商取引を始める
・宿泊施設が自社サイトの多言語化等を行う
・テレワークを新たに導入する
・３密を回避するために安心安全を確保する新たな取り組み 等

〇特徴
・実施済みの経費も対象
令和２年４月１日以降に実施した事業については、
既に実施済みであっても遡って補助の対象となる

・国・県等の補助金との併用可
ただし、併用の場合は対象経費から国等の補助金を除いた額
を対象経費とし、その3/4が本補助金との上限となる

〇申請受付期間
令和２年６月８日（月）～19日（金）

〇申請方法
オンライン申請と郵送での申請

〇問い合わせ先
チャレンジ支援補助金コールセンター
開設時間：午前9時から午後5時（土日祝日を除く平日のみ）
電話番号：078-891-3906

E-MAILでの問い合わせ先
support_challenge@kobe.graffer.jp

〇補助額と対象者
補助額：対象事業費の3/4（１件あたり最大100万円）
対象者：①市内に本社または主たる事業所を置く

中小企業及び個人事業主
②構成員の半数以上が市内中小企業で構成する組合
・業界団体

飲食店、宿泊業、製造業など幅広い分野が対象

〇対象経費
設備備品等購入費、建物改修費、外注経費、専門家相談経費、
広報費、その他経費
※飲食費、賃料、人件費、材料費や光熱水費等のランニングコスト、
損失補填、消費税等は対象外です。

市は感染の第２波に備えた「新たな生活様式」を反映した新サービスや、感染拡大を防止するた
めの設備投資、テレワークの環境整備も含めて広く支援する予定です。市６月補正予算にて本補
助金予算が拡充（補助枠を当初の約３倍の3,000件程度、予算を15億円に）される見込みです。
本補助金申請後は、審査を経て6月下旬から７月頃にかけて交付決定を通知。申請者は事業完了
後に事業報告書を市に提出し、事業報告書の審査を経て補助金が交付される流れです。

https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/jigyoukeizoku.html


雇用関係支援策
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神戸市の以下のページで、事業者向けの雇用関係支援策をご確認いただけます。休業手当
等とテレワーク導入支援等を掲載しています。

神戸市HP（雇用を守る）
https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/coronavsupportsforbusin
ess.html#%E9%9B%87%E7%94%A8%E3%82%92%E5%AE%88%
E3%82%8B

https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/coronavsupportsforbusiness.html#%E9%9B%87%E7%94%A8%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8B


雇用調整助成金

〇確認ページ（厚生労働省HP）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufu
kin/pageL07.html

21

雇用調整助成金の特例措置の更なる拡充
が公表されています。
「雇用調整助成金オンライン受付システ
ム」はシステム不具合のため、稼働が停
止しています（6月5日）。
国の第２次編成予算案にて、雇用調整助
成金の上限を日額8,330円から１万５千円
に増額される見通しとなっています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html


雇用調整助成金
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お問い合わせ・申請先は以下となっておりますのでご参照ください。

〇申請先

出典：厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/madoguchi.html

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/madoguchi.html


税・使用料の支援
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神戸市の以下のページで、税・使用料の支援策をご確認いただけます。上下水道の
支払い猶予についての内容もございますので、ご確認いただけたらと思います。

神戸市HP（税・使用料の支援）
https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/coronavsupportsforb
usiness.html#%E7%A8%8E%E7%AD%89%E3%81%AE%E7
%8C%B6%E4%BA%88

https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/coronavsupportsforbusiness.html#%E7%A8%8E%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%8C%B6%E4%BA%88


市税・県税納税猶予制度
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出典：神戸市HP
https://www.city.kobe.lg.jp/a31463/kurashi/tax/noze/noufu.html

【市税】新型コロナウイルス感染症の影響により市税を納付することが困難な場合には、納税の猶予制度があります。下
記の事由に該当するような場合は、いずれかの猶予制度（徴収猶予、換価の猶予）が認められますので、まずはご相談く
ださい。個別具体的な状況に応じて猶予制度の内容や手続きをご案内いたします。

【県税】県税においても納税の猶予制度（徴収猶予、換価の猶予）があります。下記の自由に該当するような場合は、い
ずれかの猶予制度が認められますので、まずはご相談ください。

出典：兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/yuuyotetsuduki.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/yuuyorenrakusaki.html

https://www.city.kobe.lg.jp/a31463/kurashi/tax/noze/noufu.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/yuuyotetsuduki.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/yuuyorenrakusaki.html


販路開拓・消費喚起
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神戸市の以下のページで、販路開拓・消費喚起策をご確認いただけます。以下の内容
が現在掲載されています。

神戸市HP（販路開拓・消費喚起）
https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/coronavsupportsforbusiness.html
#%E8%B2%A9%E8%B7%AF%E9%96%8B%E6%8B%93%E3%83%BB%E6%
B6%88%E8%B2%BB%E5%96%9A%E8%B5%B7

https://www.city.kobe.lg.jp/a31812/coronavsupportsforbusiness.html#%E8%B2%A9%E8%B7%AF%E9%96%8B%E6%8B%93%E3%83%BB%E6%B6%88%E8%B2%BB%E5%96%9A%E8%B5%B7


問い合わせ先：一般財団法人神戸観光局 経営推進部
佐藤・前田・羽東

TEL：078-262-1904（直通）


