
①県内に主たる事務所を置く小規模事業者

小規模事業者が新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰の影響を受けながら

も、事業継続･発展のために前向きに取り組む新事業展開や販路開拓、経営力強化等に

必要な費用の４分の３を補助します。

宮崎県 小規模事業者
新事業展開等支援補助金

業種
常時使用する
従業員数

卸売業・小売業 ５人以下

サービス業（宿泊・娯楽業以外） ５人以下

サービス業（宿泊・娯楽業） ２０人以下

製造業その他 ２０人以下

補助対象経費の４分の３以内

補助上限額 ６０ 万円

・機械装置等費 ・広報費 ・開発費

・展示会等出展費 ・旅費 ・資料購入費

・外注費 ・受講料 など

対象経費

※同一の経費について、国、県、市町村等が助成する他の制度（補助金、委託費等）と重複しない事業が対象です。

※ここに記載されている内容は、公募要領を一部抜粋したものです。
詳細並びに各種様式につきましては、必ず各ホームページの公募要領等をご確認ください。

※商工会議所と商工会で様式が異なりますので、ご注意ください。
商工会議所地区・・・「宮崎県商工会議所連合会」ホームページ参照
商工会地区 ・・・「宮崎県商工会連合会」ホームページ参照

申請にあたっては、主たる事務所を置く地域の商工会議所・商工会にご相談ください（裏面）

各商工会議所・
商工会へ申請書
の提出(※1)

補助金の
お受け取り

審査結果
の通知

（交付決定）

事業の実施
（※２）

各商工会議所・
商工会へ実績報
告書の提出(※1)

※１ 申請及び実績報告については、全て電子データでの提出となります。(申請締切 ７月１９日(火) 17時必着)

※２ 商工会・商工会議所にて支援計画書を発行する必要があるため、必ずお早めにご相談ください。

※３ 実績報告書を早めに提出した場合、早めに受け取れることもあります。

７月１日～１９日 ９月上旬頃 ～12月15日 ～１月１６日 ２～３月頃(※３)

令和5年 令和5年

第２回

③令和４年９月上旬の交付決定から
令和４年１２月１５日までに
事業を実施できる者 等

※第1回公募（5月）の交付決定者にも、上記補助率、補助上限額が適用されます。

②第１回公募（５月）の交付決定を
受けていない者（※）

※ただし、第１回公募の交付決定を受けた者でも、
申請を取り下げた場合は補助対象となります。

商工会議所 商工会



■補助金申請窓口一覧

商工会・商工会議所 住所 電話番号

下記以外の宮崎市 宮崎商工会議所 宮崎市錦町１番１０号 KITEN 7階 0985-22-2161

清武町 清武町商工会 宮崎市清武町西新町９－７ 0985-85-0173

田野町 田野町商工会 宮崎市田野町乙９４１８－１ 0985-86-0133

跡江、柏原、細江、長嶺、
有田、富吉、浮田、生目、
小松、小松台東、小松台西、
小松台北、大塚台西

宮崎市生目商工会 宮崎市大字柏原４４９－３ 0985-47-6827

佐土原町 佐土原町商工会 宮崎市佐土原町下田島２０７３２－５３ 0985-73-2567

高岡町 高岡町商工会 宮崎市高岡町五町２６８－２ 0985-82-0154

下記以外の都城市 都城商工会議所 都城市中町17街区2号 TERRASTA(テラスタ)2階 0986-23-0001

安久町、豊満町、梅北町 中郷商工会 都城市安久町６８６７ 0986-39-0334

山之口町 山之口町商工会 都城市山之口町花木２０３９－６ 0986-57-2016

高城町 高城町商工会 都城市高城町穂満坊３０６番地 都城市高城総合支所内 0986-58-2020

庄内町、菓子野町、乙房町、
関之尾町、美川町、高野町、
吉之元町、夏尾町、御池町

荘内商工会 都城市庄内町８６０８－２ 0986-37-0024

山田町 山田町商工会 都城市山田町中霧島２９３９－２ 0986-64-2057

高崎町 高崎町商工会 都城市高崎町大牟田１２４７－９６ 0986-62-3131

下記以外の延岡市 延岡商工会議所 延岡市幸町3丁目101　延岡駅西口街区ビル3階 0982-33-6666

延岡市三北商工会 延岡市北浦町古江２５２２－９ 0982-45-2278

　　〃　　北方支所 延岡市北方町川水流卯７７３ 0982-47-2046

　　〃　　北川支所 延岡市北川町川内名７２６１－６ 0982-46-2039

下記以外の日南市 日南商工会議所 日南市園田２丁目１番１号 0987-23-2211

北郷町 北郷町商工会 日南市北郷町郷之原乙１７３８－４ 0987-55-3639

南郷町 南郷町商工会 日南市南郷町東町１４－１１ 0987-64-1125

下記以外の小林市 小林商工会議所 小林市細野１８９７番地TENAMUビル２階 0984-23-4121

野尻町 野尻町商工会 小林市野尻町東麓１１６３－２ 0984-44-1221

須木 すき商工会 小林市須木中原１７２８ 0984-48-2459

下記以外の日向市 日向商工会議所 日向市上町３番１５号 0982-52-5131

東郷町 東郷町商工会 日向市東郷町山陰丙１２６５－２ 0982-69-2075

串間市 全域 串間商工会議所 串間市大字西方５６５７ 0987-72-0254

下記以外の西都市 西都商工会議所 西都市大字妻１５３８番地１ 0983-43-2111

上三財、下三財、藤田、加勢 西都市三財商工会 西都市大字下三財３３９６－５ 0983-44-5107

えびの市 全域 えびの市商工会 えびの市大字栗下５１ 0984-35-1544

北諸県郡 三股町 三股町商工会 北諸県郡三股町大字樺山４４２１－２２ 0986-52-2226

西諸県郡 高原町 高原町商工会 西諸県郡高原町大字西麓６２７－７ 0984-42-1158

国富町 国富町商工会 東諸県郡国富町大字本庄４０４９ 0985-75-2211

綾町 綾町商工会 東諸県郡綾町大字南俣３２９－１ 0985-77-0017

高鍋町 高鍋商工会議所 高鍋町大字上江8335番地2 0983-22-1333

新富町 新富町商工会 児湯郡新富町富田南１－１１２－２ 0983-33-1231

西米良村 西米良村商工会 児湯郡西米良村大字村所９６－１ 0983-36-1056

木城町 木城町商工会 児湯郡木城町大字高城４０４０－１ 0983-32-2070

川南町 川南町商工会 児湯郡川南町大字川南１３６８０－１ 0983-27-0263

都農町 都農町商工会 児湯郡都農町大字川北５１２９ 0983-25-0200

門川町 門川町商工会 東臼杵郡門川町大字門川尾末９２４６－２ 0982-63-1514

諸塚村 諸塚村商工会 東臼杵郡諸塚村大字家代２６３８－１８ 0982-65-1197

椎葉村 椎葉村商工会 東臼杵郡椎葉村大字下福良１７４７－３８ 0982-67-2005

美郷町商工会 東臼杵郡美郷町西郷田代２９－１ 0982-66-2023

　　〃　　南郷支所 東臼杵郡美郷町南郷神門１０１４－４ 0982-59-0106

　　〃　　北郷支所 東臼杵郡美郷町北郷宇納間３５－１ 0982-62-5895

高千穂町 高千穂町商工会 西臼杵郡高千穂町大字三田井７７８ 0982-72-2350

日之影町 日之影町商工会 西臼杵郡日之影町大字七折３４６１ 0982-87-2210

五ヶ瀬町 五ケ瀬町商工会 西臼杵郡五ケ瀬町大字三ケ所２１１８ 0982-82-0072

町
　
村
　
部

東諸県郡

児湯郡

東臼杵郡

美郷町西郷、南郷、北郷

西臼杵郡

本店・主たる事業所所在地

市
　
部

宮崎市

都城市

延岡市
北浦町、北方町、北川町

日南市

小林市

日向市

西都市


