平成 28 年 4 月 22 日

平成 28 年熊本県熊本地方を震源とする地震に伴い、
現在公募中の補助金について、
災害救助法適用地域の事業者の公募期間を延長します。
中小企業庁は、現在公募中の以下の補助金について、平成 28 年熊本県熊本地
方を震源とする地震に伴い、災害救助法適用地域の事業者については公募期間
を延長します。
事業名
公募終了日
お問い合わせ先
小規模事業者 ①災害救助法適用地域の小規模事業者： 中小企業庁小規模
持続化補助金
被災地域の被害状況を踏まえ、改め 企業振興課、
て決定します。
各補助金事務局
（別紙 1 参照）
②上記以外の地域の小規模事業者：
平成 28 年 5 月 13 日（金）
地域創業促進 創業・第二創業促進補助金
支援事業
①災害救助法適用地域の創業者・第二創
業者：
被災地域の被害状況を踏まえ、改め
て決定します。
②上記以外の地域の創業者・第二創業者：
平成 28 年 4 月 28 日（木）
創業支援事業者補助金
①災害救助法適用地域の事業者：
被災地域の被害状況を踏まえ、改め
て決定します。
②上記以外の地域の事業者：
平成 28 年 5 月 6 日（金）
創業スクール
①災害救助法適用地域の事業者：
被災地域の被害状況を踏まえ、改め
て決定します。
②上記以外の地域の事業者：
平成 28 年 5 月 13 日（金）

中小企業庁創業・
新事業促進課
各補助金事務局
（別紙 2 参照）

地域・まちなか ①災害救助法適用地域の商店街等：
商業活性化支
被災地域の被害状況を踏まえ、改め
援事業（地域
て決定します。
商業自立促進
②上記以外の地域の商店街等：
事業）
平成 28 年 4 月 27 日（水）

中小企業庁商業課
各経済産業局担当
課
（別紙 3 参照）

中小企業活路 ①災害救助法適用地域の中小企業組合 中小企業庁経営支
開拓調査・実
等：
援課
現化事業
被災地域の被害状況を踏まえ、改め 全国中小企業団体
て決定します。
中央会
（別紙 4 参照）
②上記以外の中小企業組合等：
平成 28 年 4 月 25 日（月）
（本発表資料のお問い合わせ先）
・小規模事業者持続化補助金について
中小企業庁 小規模企業振興課長 苗村
担当者： 楠木、木村、入口、酢谷
電 話：03-3501-1511(内線 5382)
03-3501-2036（直通）
03-3501-6989（FAX）
・地域創業促進支援事業について
中小企業庁 創業・新事業促進課長 和栗
担当者： 野田、荒木、幸喜
電 話：03-3501-1511(内線 5341)
03-3501-1767(直通)
03-3501-7055(FAX)
・地域・まちなか商業活性化支援事業（地域商業自立促
進事業）について
中小企業庁 商業課長 籔内
担当者： 芳田、土田、村田
電 話：03-3501-1511(内線 5361)
03-3501-1929（直通）
03-3501-7809（FAX）
・中小企業活路開拓調査・実現化事業について
中小企業庁 経営支援課長 横島
担当者： 大塚、松田、関
電 話：03-3501-1511(内線 5331)
03-3501-1763（直通）
03-3501-7099（FAX）

（別紙 1）
担当課室
中小企業庁
小規模企業振興課

所在地及び連絡先
〒100-8912
東京都千代田区霞が関 1-3-1
TEL:03-3501-2036
全国商工会連合会
〒100-0006
（商工会の管轄地域で 東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル北館 19 階
事業を営んでいる小規 TEL:03-6268-0088
模事業者の方）
URL:
http://www.shokokai.or.jp/?post_type=annais&p=3224
※お問い合わせ受付は、月曜～金曜（祝日を除く。）、
9:30～12:00、13:00～17:30 とさせていただきます。
日本商工会議所
〒100-0005
小規模事業者持続化 東京都千代田区丸の内 2-5-1 丸の内二丁目ビル 4 階
補助金事務局
TEL:03-3283-7823
（商工会議所の管轄地 URL: http://h27.jizokukahojokin.info/
域で事業を営んでいる
小規模事業者の方）
※お問い合わせ受付は、月曜～金曜（祝日を除く。）、

9:30～12:00、13:00～17:30 とさせていただきます。

（別紙 2）
担当課室
中小企業庁
創業・新事業促進課

所在地及び連絡先
〒100-8912
東京都千代田区霞が関 1-3-1
TEL:03-3501-1767
創業・第二創業補助 〒104-0045
金事務局
東京都中央区築地 3-17-9 興和日東ビル 3 階
（株式会社電通内）
TEL:03-5148-6551
URL: http://sogyo-hojo-28.jp/
※お問い合わせ受付は、月曜～金曜（土日祝日を除く。）、
10:00～12:00、13:00～17:00 とさせていただきます。
創業支援事業者補助 〒105-8453
金事務局
東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル
（独立行政法人中小企業基盤整備機構 経営支援部
創業・ベンチャー支援課）
TEL:03-5470-1539
URL:
http://www.smrj.go.jp/keiei/sogyoshiensha/index.ht
ml

創業スクール事務局

※お問い合わせ受付は、月曜～金曜（祝日を除く。）、
10:00～12:00、13:00～17:00 とさせていただきます。
〒100-8228
東京都千代田区大手町 2-6-4
（株式会社パソナ内）
TEL:03-6262-3781
URL: http://www.pasona.co.jp/pr/sougyou/2016/
※お問い合わせ受付は、月曜～金曜（祝日除く。）、
9:00～12:00、13:00～17:00 とさせていただきます。

（別紙 3）
担当課室
中小企業庁
商業課

所在地及び連絡先
〒100-8912
東京都千代田区霞が関 1-3-1
TEL:03-3501-1929
北海道経済産業局
〒060-0808
流通産業課商業振興 札幌市北区北 8 条西 2
室
札幌第 1 合同庁舎
TEL:011-738-3236
東北経済産業局
〒980-8403
商業・流通サービス産 仙台市青葉区本町 3-3-1
業課
仙台合同庁舎Ｂ棟
TEL:022-221-4914
関東経済産業局
〒330-9715
流通・サービス産業課 さいたま市中央区新都心 1-1
商業振興室
合同庁舎 1 号館
TEL:048-600-0318
中部経済産業局
流通・サービス産業課
商業振興室
近畿経済産業局
流通・サービス産業課

中国経済産業局
流通・サービス産業課

四国経済産業局
商業・流通・サービス
産業課
九州経済産業局
流通・サービス産業課
商業振興室
内閣府沖縄総合事務
局商務通商課

〒460-8510
名古屋市中区三の丸 2-5-2
TEL:052-951-0597
〒540-8535
大阪市中央区大手前 1-5-44
大阪合同庁舎 1 号館
TEL:06-6966-6025
〒730-8531
広島市中区上八丁堀 6-30
広島合同庁舎 2 号館
TEL:082-224-5653
〒760-8512
高松市サンポート 3-33
高松サンポート合同庁舎
TEL:087-811-8524
〒812-8546
福岡市博多区博多駅東 2-11-1
福岡合同庁舎
TEL:092-482-5456
〒900-0006
那覇市おもろまち 2-1-1
那覇第 2 地方合同庁舎 2 号館
TEL:098-866-1731

管轄区域
－

北海道

青森県、岩手県、宮城
県、
秋田県、山形県、福島
県
茨城県、栃木県、群馬
県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、新
潟県、山梨県、長野県、
静岡県
富山県、石川県、岐阜
県、愛知県、
三重県
福井県、滋賀県、京都
府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌
山県
鳥取県、島根県、岡山
県、広島県、
山口県
徳島県、香川県、愛媛
県、高知県

福岡県、佐賀県、長崎
県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児
島県
沖縄県

（別紙 4）
担当
室
中小
業庁
経営
援課
全国
小企
団体
央会

課 所在地及び連絡先
企 〒100-8912
東京都千代田区霞が関 1-3-1
支 TEL:03-3501-1763
中 〒104-0033
業 東京都中央区新川 1-26-19 全中・全味ﾋﾞﾙ
中 TEL:03-3523-4905
URL:
http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/zenchu_katsuro20160422.html

