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北海道印刷関連業協議会　令和3年度第2回役員会開催される

令和4年新春経営者研修会のご案内

北海道印刷関連業協議会　令和4年新年交礼会のご案内

2020年（令和2年）北海道工業統計（印刷・同関連業）のご案内

全印工連災害補償共済のご案内

事業再構築補助金第4回公募のご案内
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《北海道遺産》

スキーとニセコ連峰
（ニセコ地域）

世界基準の「メッカ」を支える極上の雪質
厳しい寒さや雪に閉ざされる北海道の人々にとって、冬期間の最大の娯楽はスキー遊びだった。昭和40年代頃からは「冬のレジャー 」と言われるようになり、スキー場の
代表格が昭和初期から知名度の高かったニセコ連峰。娯楽が多様化した今日、ウィンタースポーツだけではなく、四季を通じての新しいアウトドアスポーツの拠点となって
いる。 （北海道遺産公式サイト https://www.hokkaidoisan.org/ より引用）
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最 初に、岸会長のあいさつの後、議事に入り、令
和4年新年交礼会の開催について協議し、新型

コロナウイルス感染防止に細心の注意を払い開催す
ることを満場の賛成で決定した。

令和4年新年交礼会
日　時：令和4年1月7日㈮　17：00
会　場：札幌グランドホテル
会　費：12,000円
次に、各団体・業界の現況について情報交換が行

われた。

▼北海道洋紙同業会（森田伸介会長）
印刷用紙の値上げが、今のところ日本製紙のみの発

表となっているが、時期としては来年の1月1日出荷分
から15％となっている。理由は主に石炭等の輸入原
料の高騰、人件費および物流費の増とCO2削減対策
費としている。今後、大手メーカーが追随する公算が
強い。今後そう遠くない時期に発表になると思う。非
常に厳しい状況のなかでの値上げということで、我々
も適切な対応を考えていきたい。出荷の動向は、直近
の3ヵ月では9月が前年比82.2％、8月が104.8％、7月
が92.6％ということで、コロナになって一巡しているの
で悪い数字と比較しても相当厳しい数字である。そこ
での価格修正であるので非常に難しい交渉になると
思う。

▼北海道印刷インキ同業会（輪島耕介代表幹事）
原材料の高騰で、各社が価格改定のお願いをして

いる。材料でタイト感が出ており、印刷インキ工業連
合会が印刷インキの資材調達の現況についてHPに掲
載している。米国の寒波にはじまりサプライヤーの火
災、コロナウイルスが原因でそれに付随してコンテナ
不足、原材料の荷積の遅れなどで、原材料のタイト感
が出ているのが現状で、特に中国から多くの原料を入
れているが、今、中国は環境規制があり、特に化学メー
カーは目を付けられていて、停電でものが作れない状
況が頻繁に起きている。そういう状況のなかで冬季オ
リンピックでさらに規制を強化する動きもでてきて少
し長期化する傾向が見えているなかで、グラビアイン
キの溶剤が全く入ってこない状況で出荷制限がかかっ
ている。酸化チタン・カーボンブラックも同じでオフ
セットインキにはまだ出荷制限はかかっていないが今
後タイト感がでてくる。

令和4年新年交礼会開催を決定

北海道印刷関連業協議会は、令和3年度第2回役員会を11月8日午後5時から札幌市中央区の札幌グラ
ンドホテルで理事・監事14人が出席して開催し、令和4年新年交礼会の開催ならびに運営方法を決定する
とともに各団体・業界の現況について情報交換が行われた。

北海道印刷関連業協議会役員会開催
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▼日本グラフィックサービス工業会北海道支部
　（渡辺辰美支部長）

JAGRAの北海道は説明する状況はない。どこの地
域も動きが制限されていて活動をしていない。仕事
も相当制限されている。今年の秋くらいから少し動き
が出そうといっているが、当社は全く変わっていない。
軽印刷の仕事の内容がどう変化するかを注目してい
る。旭川の中学校で生徒会誌をやめるという動きが
少しずつでてきていて、修学旅行の問題と合わせて印
刷需要が減るのではないか。JAGRAの全国の動きは、
Zoomを使った全国の委員会が積極的に動いている。
生産性向上・経営技術・新しい仕事を模索する3つ
の委員会が前から動いているが、もう一つDXの協議
会が発足した。DXはITから大きくはみ出て内容が広
がっている状況なので今後を見ていきたい。

▼北海道グラフィックコミュニケーションズ工業組合
　（杉渕好美理事長）

我々の組合はいろいろな業種が入っているので内
容的には良く分からない。当社では、紙媒体を主体と
してデザインをメインにしている。そこはここ2年間か
なり停滞している現状である。広告代理店もかなり苦
戦していてイベント関係が少なくなっている、旅行関係
もかなり紙媒体に影響している。新聞社も本紙広告
が減っている。旅行関係の新聞広告も大きかったが、
企画はするがコロナでできない。その反面、デジタル
へシフトしている。ホームページのリニュアルやサイ
ネージの問い合わせが多い。全国の会員もデジタル
に進んでいるところが順調にいっている。11～12月
は新聞関係の仕事の期待をしているが、まだはっきり
していない状況である。業態変革を考えていかないと
3年後くらいには先の見通しが立たなくなる。

▼北海道製本工業組合（石田雅巳理事長）
今週末、情報交換会としての例会を1年半ぶりに開

催する。10社の小所帯であるが珍しく大半の組合員

が出席する。情報は集まりが持てていなかったので
統計的なものはない。全国大会が10月にオンライン
で開催された。売上の減少は肌感覚であるが、コロナ
前の約10％減程度にまでは持ち直してきたようであ
る。反面、今後の仕事量に不安を感じている、。来年
末までは今の状況が続くと考えて取り組んだ方が良
い。雇用調整助成金を大半が継続して活用している。
ゼロゼロ融資も大半が利用している。先行き不安で
返済が心配になってきたなどの声もある。こういった
状況のなかで取り組みとして、この際だから仕事のや
り方、進め方の見直し、生産の合理化・効率化に取り
組んでいる。今までなかなか取り組んでこれなかった
技術の継承、専門教育などを実施している。我々の業
界は在宅勤務が困難ななかで、営業活動・会議のオ
ンライン化が少しずつ進んできている。異業種との交
流を積極的に取り組んでいるところもある。設備投資
を積極的に行っているところは非常に少なく、むしろ
縮小の検討をしているがそれなりにある。新規採用は
両極端で、この時期だから人材確保のチャンスと捉え
拡大するところもあるし、当面は見送るというところも
ある。原油高は製本材料の糊に影響し、表紙クロスの
ほとんどが中国産で、ものによっては欠品状態でいつ
入ってくるか、次の生産がいつになるのか分からない。
選ばれた材料が無いということはユーザーのニーズに
応えられないことになるので、折角、売上が回復傾向
にあるにも拘わらず、大きな影響を受けている。

▼北海道紙器段ボール箱工業組合
　（守田敏治理事長）

10月に約2年ぶりに全国の理事長が東京で集まり、
4時間くらいにわたり意見交換、情報交換を行った。
段ボール箱は、コロナによって売り上げが大きく落ち
込むことは無く、逆にコロナによってネット、通販が相
当数潤っているのが去年・今年の実態である。これ
は本州の段ボール箱の業界の話である。北海道は、
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決してそうではない。去年はコロナの影響があったと
しても北海道の天候が非常に良く、農作物の収穫が
あったので段ボールもそれなりに出荷があった。今年
は猛暑によって農作物の出荷が減少したため段ボー
ル箱は悪かった。紙器は、全国の理事長が同じように
言っていた。先ずは観光客が来ない。観光客が来な
いと紙器は一切合切出ない。その比率が高いので非
常に苦戦しているのが実態である。北海道もまさにそ
のとおりである。ここ10～20年間は観光客に買って
もらうお土産としての箱のウエイトが非常に高かった
ので非常に苦労しているのが実態である。コロナの状
況で去年の春から最近まで理事会は3回開催したが、
組合員が集まって情報交換をする場が持てなかった
ので組合員の正確な状況は把握出来ていない。今後
このようなことがあっても大丈夫なように、あらゆる業
種と取引をしておくのが一番良い。悪い業界があれば
良い業界もあるので、それに左右されない会社づくり
をしていかなければならない。

▼北海道スクリーン・デジタル印刷協同組合
　（氏家界平理事長）

我々の業界は、紙の印刷から鉄板・アルミ・ステン
レス・プラスチックと非常に広い。先週、理事会で各
社の状況を聞いた。全体的に10～15％減の状況であ
る。良いところは飛沫防止のアクリル板の材料が全国
で加工業者が買い占めて、一時無くなった状況で飛ぶ
ように売れた。最近はインクジェットプリンターの仕
事が増えてきていて、今後も増える。業態変革を行っ
た会社が頑張っている。設備投資をしていない会社は
じり貧で30～40％減ある。会議が開けないので実態
は掴めていない。

▼富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱
　北海道支店（畑貴史支店長）

10月から刷版の価格改定を行った。2007年リー

マンショックから13～14年位経つが、世界で刷版を
作って売っているが、主要7か国で13年間で約50％に
なった。国内は世界のなかでまだ健闘していて13年
間で65％に止まっている。ここ1～2年で追い打ちを
かけているのは原材料のアルミの高騰である。アル
ミの40～45％が自動車業界、10～15％が建材、10％
が半導体を含めた金属製品と続き、刷版のアルミは
全体の1％に満たない。刷版は高速回転で使うので
異物が入っていると版切れで印刷事故につながるの
で99.5％以上の非常に高純度のアルミをアルミメー
カーに作ってもらっている。そういう純度は他業界で
は必要ないようである。高精細での網点再現がある
ので平滑性のスペックも非常に厳しく作ってもらって
いる。その割には1％にも満たない。アルミ工場は中
国に多いが、アルミはボーキサイトが原料でアフリカ
のギニアが最産出国であるが、クーデターで中国への
出荷が滞っていて、さらに中国では電力不足で工場が
稼働していない。当社としては、良いものを安くが今
後も当然であるが、供給不安にならないように生産管
理をしっかりしていく。

▼エム・ビ－・エス㈱札幌営業所（大場行洋課長）
日本製紙の価格改定によるノーカーボン紙の対応

はまだ決まっていない。PHO紙の販路拡大のために
PHOストアをホームぺージに開設した。従来の商材
を使い、新しく業界に貢献できることを模索している。

▼㈱SCREEN GPジャパン北海道営業所
　（山口典彦所長）

CTPの部材の確保に苦慮している。各社とも在庫
を絞るなかで、どこか一部で欠品が出ると全体の納期
に影響してしまう。デジタル印刷機の普及が進んでい
ない状況にある。高価格で採算が取れないので、解決
策として業務提携の動きがでてきている。

北海道印刷関連業協議会役員会
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道 内中小印刷産業を取り巻く経営環境は、眼前に迫りつつある、深刻化するであろう人手不足、事業承継問題、
多様な人材育成のための人件費コストの増加、働き方改革への対応など、課題が山積している状況にあり、

加えて、新型コロナウイルスにより、中小印刷産業に限らず、世の中すべての様相が一変してしまった。
このような状況下ではあるが、印刷工業組合員は、有益な印刷製品・サービスの提供に努め、国民生活および文

化を支え、人々の暮らしを彩り幸せを創る産業として発展していかなければならない。
そのため、その活路を見出すため、パネリストに全日本印刷工業組合連合会会長の滝澤光正氏と同産業戦略デ

ザイン室副委員長の江森克治氏を招き、岸昌洋北海道印刷工業組合理事長がファシリテーターを務め、パネルディ
スカッションにより、「令和4年新春経営者研修会」を下記により開催する。

本研修会では、「全印工連の実施事業・人材のDXなど」について、パネルディスカッションを行っていただき、
勝ち残りのための方策・指針等を、見出す示唆をいただく。

なお、本研修会は新型コロナウイルス感染防止に十分配慮のうえ開催する。

新 年交礼会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止ならびにご参会者および関係者様の健康・安全に細心の
注意を払い運営される。

今回の交礼会は、円卓着席（席指定）で会食が行われるが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、テーブ
ル間を移動しての挨拶等は、自粛いただくことを原則としている。

なお、新型コロナウイルス感染防止のため、検温・手指消毒・マスク着用に協力いただき、体温が37.5℃以上の
方ならびに体調の優れない方の参加は遠慮いただくこととしている。

日 時 令和4年1月7日㈮　14：30～16：00

会 場 札幌グランドホテル（札幌市中央区北1条西4丁目　電話011-261-3311）

テ ー マ DXで印刷産業の未来を拓く（仮題）

ファシリテーター 北海道印刷工業組合　　　　理事長　岸　昌洋 氏

パ ネ リ ス ト
全日本印刷工業組合連合会　会　長　滝澤光正 氏
同　産業戦略デザイン室　副委員長　江森克治 氏

参 加 費 無　料

定 員 40人（定員になり次第締め切ります）

日 時 令和4年1月7日㈮　17：00

会 場 札幌グランドホテル（札幌市中央区北1条西4丁目　電話011-261-3311）

会 費 12,000円

「令和4年新春経営者研修会」開催のご案内

北海道印刷関連業協議会
令和4年新年交礼会のご案内

北海道印刷工業組合は、パネルディスカッションにより、「令和4年新春経営者研修会」を開催する。

北海道印刷関連業協議会の令和4年新年交礼会が下記により開催される。
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20 20年（令和2年）工業統計（令和元年実績）の北海道の印刷・同関連業は、事業所数が305事業所で前
年に比べ9社が減少（▲2.9％）している。従業者数は6,861人で前年に比べ20人減少（▲0.38％）して

いる。製造品出荷額は1,090億38百万円で前年に比べ51億53百万円増加（4.9％増）している。

北海道工業統計（印刷・同関連業）
事業所数 従業者数 製造品出荷額等

事業所 前年比（％） 人 前年比（％） 百万円 前年比（％）
2020 年 （令和 2 年） 305 97.1 6,861 99.7 109,038 104.9
2019 年 （令和元年） 314 99.7 6,881 102.8 103,885 102.0
2018 年 （平成30年） 315 98.4 6,693 97.6 101,866 95.1
2017 年 （平成29年） 320 84.8 6,861 95.8 107,148 100.3
2016 年 （平成28年） 377 106.2 7,156 100.8 106,756 97.6 ※
2015 年 （平成 27年） 355 95.9 7,096 90.3 109,393 89.0
2014 年 （平成26年） 370 98.6 7,855 101.6 122,878 102.2
2013 年 （平成25年） 375 88.7 7,724 108.0 120,167 110.4
2012 年 （平成24 年） 423 103.9 7,154 89.7 108,854 85.7 ※
2011 年 （平成23年） 407 96.6 7,973 97.6 126,776 96.7
2010 年 （平成22年） 421 88.8 8,162 88.3 130,986 89.4
2009 年 （平成 21年） 474 96.1 9,243 94.1 146,374 89.8
2008 年 （平成20年） 493 91.8 9,827 98.4 162,878 98.3
2007 年 （平成19 年） 537 92.9 9,985 95.5 165,645 94.6
2006 年（平成18 年） 578 96.6 10,449 97.6 175,062 104.6
2005 年 （平成 17 年） 598 89.5 10,699 96.3 167,323 96.5
2004 年 （平成16 年） 634 104.4 11,110 97.9 173,286 99.5
2003 年 （平成15 年） 625 11,347 173,995
※経済センサス活動調査

2020年（令和2年）北海道工業統計のご案内

2020（令和2年）工業統計（4人以上の事業所）が、北海道総合政策部情報統計局統計課から発表され
ている。

印刷・同関連業の出荷額は、1,090億38百万円で前年比4.9％増となった。
この統計値は、2019（令和元）年の実績値で、コロナ禍の前年の数値となる。

印刷・同関連業の出荷額1,090億38百万円、前年比4.9％増

■おくやみ■
増田　豊氏（道央印刷産業株式会社元取締役会長/
札幌支部）は、11月13日、ご逝去されました。
98歳。
葬儀は、近親者でしめやかに執り行われました。

北海道印刷工業組合
メールマガジン配信登録受付中

メールマガジンの配信希望は、北海道印刷工業組合
の HP から申込受付を行っています。

［URL］ http://www.print.or.jp
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①掛金（保険料）は割引適用！➡労災補償コースは46％割引適用
②加入手続は簡単、年齢制限なし！
③就業中の所定の災害に対する思わぬ会社の出費もガード！
④掛金（保険料）は全額経費として損金処理できます！（一部、取扱が異なるケースがあります。）
⑤　（傷害補償コースのみ）政府労災保険の給付決定を待たずに保険金をお支払いします！

（精神疾患（メンタルヘルス疾患）、脳疾患、心疾患等は政府労災保険が決定した場合に限りお支払いします。）

労災補償コース 掛金46％割引！
（事業場数割引10%、損害率による割引40%適用）

給付金（保険金）をお支払いする場合
● 全印工連傘下工業組合の組合員である企業（加入者）の従業員が、業務上・通勤上の事由で、保険期間中に

身体の障害を被り、政府労災保険等の認定を受けた場合に、被保険者が政府労災保険等の上乗せ補償を行う
ことにより被る損害に対して給付金をお支払いします。なお、給付金は、災害付帯費用給付金を除き全額、被
災従業員またはその遺族にお支払いいたします。

●労災事故の認定および、後遺障害等級等の認定は、政府労災保険等の認定に従います。
●傷害保険、生命保険からの保険金とは関係なく、給付金をお支払いします。

お支払いする給付金（保険金）
●ご加入にあたり、設定していただいた法定外補償保険の保険金額に従って次の給付金をお支払いします。
⑴死亡給付金
　被災の結果、従業員が死亡した場合にお支払いします。
⑵後遺障害給付金
　 被災の結果、従業員が後遺障害（労災保険の1級～14級、ただしⅡタイプについては1級～7級）を被った場

合にお支払いします。
⑶災害付帯費用給付金
　 従業員が死亡または後遺障害等級1級～7級に該当する災害を被り、前記⑴または⑵の給付金が支払われる

場合、被災した従業員や遺族に対する見舞金・慰霊金やお香典、事故現場への交通費・宿泊費などの費用の
備えとして所定の災害付帯費用給付金をお支払いします。

※死亡給付金と後遺障害給付金は、重複してはお支払いしません。どちらか高い方の金額を限度とします。

【掛金（保険料）例】
役員・従業員10名・Ⅱタイプ・5口加入の場合

（  災害付帯費用担保特約は、加入口数にかかわらず
1口のみとなります）

（Ⅱタイプ保険金額、従業員1名1口あたり）
右記表の通り

10人×｛600円（年間掛金）×5+120円（災害付帯費用担保特約）｝=31,200円（合計掛金：損金処理可能）
給付金支払い事例 性別 お支払給付金

1 印刷中に刷版に付着した紙粉等の除去作業中誤って刷版に巻き込まれ、腕を切断した。 男性 2,650,000円
2 通勤途中、自転車で横断歩道を渡っていたところ4トントラックにはねられ死亡。 男性 6,000,000円

死亡
後遺障害等級

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

業務上・
通勤途上 500万円 500万円 500万円 500万円 250万円 200万円 180万円 150万円

災害付帯費用
担保特約 100万円 25万円 15万円

就業中の災害に対する従業員への補償金のお支払いによる負担金から企業をお守りする共済です！
災害補償共済に加入しましょう！

労災補償コース（ 労働災害総合保険
（法定外補償保険） ） 傷害補償コース（ 業務災害総合保険 ）

☆おすすめポイント☆
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傷害補償コース
給付金（保険金）をお支払いする場合
● 就業中または通勤中に被った身体障害を補償します。政府労災保険ばかりでなく、生命保険、健康保険の給

付とは関係なく独自に請求できます。（精神疾患（メンタルヘルス疾患）、脳疾患、心疾患等は政府労災保険
の給付が決定した場合に限りお支払します。）

　例：通勤途上で車を運転中に交通事故でケガをした

お支払いする給付金（保険金）
以下の保険金種類があります。詳細はパンフレット等をご覧ください。
●役員・従業員の災害補償向け補償
　死亡補償保険金、後遺障害補償保険金、入院補償保険金、手術補償保険金、通院補償保険金

※ 保険金は全て被保険者（ 企業 ）にお支払します。その後、全額を被保険者（ 企業 ）から補償対象者または遺族へ補償金等としてお支
払します。

●企業向け補償
　災害付帯費用補償特約条項 ・香典・花代

・弔慰金
・葬儀費用 ...

（問い合わせ先）
全日本印刷工業組合連合会　【電話】03-3552-4571
共立株式会社業務開発部（取扱幹事代理店） 【電話】03-5962-3075　【受付時間】9：00～17：00（土日・祝日を除く）
東京海上日動火災保険㈱（引受保険会社） 【担当】広域法人部団体・協同組織室　【電話】03-3515-4151

※ 労働災害総合保険（法
定外補償保険）・業務
災害総合保険の概要に
ついて説明したもので
す。必ず「重要事項説
明書」をよくお読みく
ださい。保険の内容は

「全印工連災害補償共
済」のパンフレットをご
覧ください。

　 詳細は全日本印刷工業
組合連合会が所有する
保険約款によりますが、
ご不明な点がありまし
たら共立㈱までおたず
ねください。

【参考データ】

※共済の詳細は、
パンフレットまたは

ホームページをご覧ください。
http://www.aj-pia.or.jp/

kyosai/

災害補償共済



北海道の印刷 第787号10

第 4回公募では、前回の公募より以下の点が主な
変更内容となっている。

・ 事前着手の承認申請手続きがメールからJグランツ
に変更

・ パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対
する加点を追加。（卒業枠、グローバルV字回復枠、
大規模賃金引上枠が対象）

《事業再構築補助金の概要》
本事業は、新分野展開（主たる業種または主たる事
業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新
たな市場に進出すること※3～5年間の事業計画終了
後、新たな製品の売上高が総売上高の10％以上とな
る計画を策定）、業態転換、事業・業種転換、事業再
編また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中小企業等を支援
するもの。
○補助対象要件（通常枠の場合）
⒈売上高減少要件
　以下の条件を両方満たす場合は申請可能。

⑴ 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
または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

⑵ 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（2019
年または2020年1～3月）の同3か月の合計売上
高と比較して5％以上減少

※ 売上高減少は付加価値減少でも可能（付加価値
額＝営業利益＋人件費＋減価償却費）
・売上高10％減少→付加価値額15％減少
・売上高5％減少→付加価値額7.5％減少
・売上高30％減少（※）→付加価値額45％減少

（※） 緊急事態宣言特別枠および最低賃金枠におけ
る追加要件

⒉事業再構築要件
・ 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に

該当する事業であること
〈事業再構築指針の手引き〉は、下記URLに掲載
されている。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/
shishin_tebiki.pdf

⒊認定支援機関要件
・ 事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する

こと。
補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営
革新等支援機関および金融機関（金融機関が認
定経営革新等支援機関であれば当該金融機関の
み）と策定していること

⒋付加価値額要件
・ 補助事業終了後3～5年で付加価値額の年率平均

3.0％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％以上増加する見込みの事業
計画を策定すること

※ 大規模賃金引上枠、卒業枠、グローバルV字回復
枠、緊急事態宣言特別枠、最低賃金枠について
は、通常枠と補助対象要件等が異なるため、公募
要領を確認のこと。

○補助金額・補助率（通常枠の場合）
従業員20人以下補助金額：100万円～4,000万円
従業員21～50人補助金額：100万円～6,000万円
従業員51人以上補助金額：100万円～8,000万円
補助率： 中小企業2/3（6,000万超は1/2）、中堅企

業1/2（4,000万超は1/3）
○補助対象経費

建物費（建物の建築・改修に要する経費）、建物
撤去費、設備費、システム購入費、リース費、外注
費（製品開発に要する加工、設計等）、技術導入費

（知的財産権導入に係る経費）、研修費（教育訓
練費等）、広告宣伝費・販売促進費（広告作成、媒
体掲載、展示会出展等）、クラウドサービス費、専門
家経費

○応募締切：令和3年12月21日㈫
採択公表：2月中旬～下旬頃
※第5回公募は、令和4年1月中に公募を開始し、3月
頃まで実施予定

詳しくは、事業再構築補助金事務局ホームページに
掲載している。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

「令和2年度第3次補正予算『中小企業等事業再構築
促進事業（事業再構築補助金）』第4回公募」のご案内

経済産業省は、「令和2年度第3次補正予算『中小企業等事業再構築促進事業（事業再構築補助金）』」
の第4回公募を行っている。


