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「知っている人だけ得をする！
補助金の有効活用法」
侍行政書士事務所 代表 砂田達也様
◆開会点鐘
◆会長挨拶 木村聡
本日の卓話は侍行政書士事務所
代表の砂田達也様です。「知ってい
る人だけ得をする補助金の有効活
用法」というテーマでお話をして
頂きます。補助金や助成金につい
ては、知っておいた方が確実に良
いとわかっていながらも、ついつ
いそれを探し出す手間や申請手続
きの手間を惜しんでしまい、上手く活用できていな
いという経験を多くの方がお持ちなのではないでし
ょうか？本日はしっかりとお話を伺い、各企業がよ
り活発な事業展開を図るための一助となることを期
待しております。
さて事業報告ですが、先週の土曜日に「第一回関
ロータリークラブ旗争奪中学生野球大会」の全試合
が無事終了しました。新型コロナ感染拡大により、
スケジュールに大幅な遅れが発生し、急遽従来のリ
ーグ戦からトーナメント戦へと変更せざるを得なく
なりました。また開会式も取りやめ、折角の第一回
大会にもかかわらず、静かなスタートとなってしま
ったのは、若干心残りではありますが、まずは安全
第一ですのでやむを得ません。大会は岩本委員長の
代理として高木副委員長が中心となり、関係者の皆
様がしっかりと取り仕切って頂けたことで、無事か
つ滞りなく試合を消化できました。結果は優勝が武
芸川中学校、準優勝が小金田中学校、三位が岐阜エ
ンジェルスでした。この後 12 月 6 日には閉会式、
その後指導者向けの講演会、中部学院大学野球部に
よる技術指導などが予定されておりますので、皆様
のご協力をお願い致します。
本日は「無償化の罠」についてお話しさせて頂き
たいと思います。昔から「タダより高いものは無い」
と言いますが、昨今様々な無償化が行政サービスと
して導入されています。例えば高校、大学の授業料
や子ども医療費の無償化などいくつも例を挙げるこ

とができると思いますが、個人的にはこれらの無償
化にはあまり賛同できません。これに関しては様々
なご意見があると思いますが、私としては費用負担
の軽減には賛同しますが、無償には賛同できないと
考えています。大切なサービスではあっても、サー
ビスを受ける以上は、受益者が一定の負担をするこ
とは原則当たり前ですし、利用する人としない人の
公平性も考慮するべきでしょう。更に無償だとコス
ト意識が低くなり、過剰なサービスを受けてしまう
ことも出てくるでしょう。またサービスを提供する
側も競争原理が働きにくくなってしまい、高コスト
体質になってしまうことも考えられます。財源に限
りがある以上、できるだけ多くの人が、必要なサー
ビスを必要な分だけ、適切なコストで受けられるこ
とを考えるべきで、現在進められているタダには罠
が潜んでいるように思えてなりません。そういえば
補助金や助成金も、各企業が本当に必要であるなら
ば、それを自力で探し出すことくらいは最低やりな
さいよとハードルを設けてあるんだと嘘か誠かわか
りませんが耳にします。申請書類の作成や提出など
についても、改善すべき無駄が多いのも事実ですが、
一方で税金を使う以上、相応の記載内容を求められ
ることは受け入れる必要があるでしょう。納税者で
ある我々は行政サービスを受ける権利がありますが、
合わせてそれを正しく適切に受ける心構えも必要だ
と思います。
◆委員会報告
◎出席委員会 委員 秋栃達也
会員 50 名中 出席 25 名 出席率 50.00％
◎ニコボックス委員会 委員 粟倉晋吾
会長・副会長・幹事・・・本日は、侍行政書士事務所
砂田達也様 お忙しい中、ようこそ関ロータリーク
ラブにお越しくださいました。コロナ禍の中、補助
金の活用はとても興味がある話です。得できる話！
よろしくお願いいたします。
長尾一郎、林昇、三輪雄彦、塚田浩孝、西田泰幸、
山田一成、粟倉晋吾、秋栃達也会員の皆さん･･･砂田
達也様、関ロータリークラブにお越しくださりあり
がとうございます。コロナ禍で政府から今まで以上
に多くの補助金制度が施策されていますが、知ら
ず、使わず過ぎてしまっていることもあるかと思い

ます。今後のためにも本日はしっかりと勉強させて
いただきます。よろしくお願いします。
東谷好司会員･･･バースデーカードありがとうご
ざいました。
藤井淳会員･･･バースデーカードありがとうござ
いました。
◆「知っている人だけ得をする！
補助金の有効活用法」
侍行政書士事務所 代表 砂田達也様
補助金とは？
国や自治体等が、政策の
目的を達成するため、そ
の目的にあった事業をサ
ポートするために給付す
るお金のことです。
補助金の特徴は？
①返済の必要がない資金
が得られます。
②補助金を受けるには、
募集要項に沿って申請書類を提出し、審査に合格す
る必要があります。
③補助金の多くが後払いです。
持続化給付金
【概要】
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな
影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支
え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金
を支給します。
【要件】
売上が前年同月比 50％以上減少している月がある
事業者
【給付金額】
中小法人等
上限 200 万円
個人事業主
上限 100 万円
【その他】
令和 3 年 1 月 15 日（金）まで
家賃支援給付金
【概要】
新型コロナウイルス感染症を契機とした５月の緊急
事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する
事業者の事業継続を支えるため、地代・家賃の負担
を軽減することを目的として、賃借人である事業者
に対して給付金を支給します。
【要件】
2020 年 5 月～12 月までの間で、新型コロナウイル
スの影響により以下のいずれかにあてはまること。
① いずれか 1 ヵ月の売上が、前年の同じ月と比較
して 50％以上減っている
② 連続する 3 ヶ月の売上の合計が、前年の同じ期
間の売上の合計と比較して 30％以上減ってい
る。
【給付金額】
中小法人等 上限 600 万円
個人事業主 上限 300 万円
【その他】
令和 3 年 1 月 15 日（金）まで
小規模事業者持続化補助金（コロナ型）
【概要】
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響
を乗り切るために、具体的な対策（サプライチェー
ンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転
換、テレワーク環境の整備）に取り組む小規模事業

者等が、経営計画に沿って販路開拓に取り組む費用
の 2/3 または 3/4 を補助します。
【要件】
小規模事業者であって、補助対象経費の 6 分の 1 以
上が、次のいずれかに対する投資であること。
①サプライチェーンの毀損への対応
②非対面型ビジネスモデルへの転換
③テレワーク環境の整備
【給付金額】
上限 100 万円
【その他】
令和 2 年 12 月 10 日（金）まで
その他の補助金・助成金
・IT 導入補助金
中小法人等が自社の課題やニーズに合った IT ツー
ル（ソフトウエアやサービス等）を導入する経費の
一部を補助するものです。上限額は、450 万円です。
・ものづくり補助金
中小法人等が、生産向上に向けた革新的サービスの
開発、試作品開発、生産プロセスの改善などを支援
するためのものです。上限額は、1,000 万円です。
・キャリアアップ助成金
6 ヵ月以上雇用実績のある契約社員やパート社員を
正社員に登用し、さらに 6 ヵ月継続雇用しており、
かつ正社員に登用後賃金が 5％以上増加していると、
該当者一人につき 57 万円支給されるものです。
最後に、
補助金は、返さなくてもよいお金が増えるため、う
まく活用すれば会社の成長に大いに役に立ちます。
新たな事業の展開・設備投資・新商品開発を考えて
いたところに、補助金を当てはめることができれば、
補助金の趣旨に沿ったもっとも良い活用方法と言え
ます。逆に、補助金があるから使わなければ損とば
かりに、補助金ありきで、あわてて新事業を展開し
たり設備投資することは、事業計画がずさんになり
やすく、失敗するリスクが高くなります。補助金の
メリット、デメリットを踏まえて、自社にあった補
助金を上手に活用していきましょう！
◆幹事報告
◎例会終了後「理事、役員会」開催
◎四日市ロータリークラブより「創立 30 周年記念
誌」を拝受
◆11 月ゴルフ会
日時：11 月 11 日（水）7：21 場所：ぎふ美濃 G.C

優勝：酒井泉会員
次例会のご案内
12 月 1 日（火）12：30
「行動力～その一歩が希望に満ちた未来を創る～」
関青年会議所 理事長 山中孝浩様
於:㈱新東建設 3Ｆ会議室 ※11/24 は休会

