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経営計画作成支援「啓発セミナー」「計画作成セミナー」のご案内

経営上の様々な課題を解決するため、売上などの目標達成するために一緒に計画書を作成してみませんか？
自社の分析をふまえた経営計画を立てることで、会社にお金が残るようにしたり、将来的に経営革新計画やもの
づくり補助金等の申請に役立てることができます。
セミナーは、経営計画作成のための知識としての「啓発セミナー（事業成功のための経営計画）」と、実際に

計画を作成する「経営計画作成セミナー」の２段階で開催します。はじめて受講される方は両方受講されること
をお勧めします。すでに受講されたことがある方や計画作成についての知識をお持ちの方は「経営計画作成セミ
ナー」を受講ください。

なお、両セミナーとも府中町商工会でも別日程で開催しますので、そちらも受講いただけます。
詳しい内容は同封のチラシをご覧ください。

キャッシュレス決済・軽減税率対応セミナー&体験会開催報告

去る7月22日（月）、サンピア・アキにて、キャッシュレス
決済・消費税軽減税率対応に関するセミナーと、キャッシュレ
ス・レジ業者による体験会を開催しました。当セミナー&体験
会は、地域振興委員会と商業部会の共同で企画し、当会を含む
安芸地区の4商工会で合同開催したもので、 当日は72名の方に
ご参加いただきました。

また、レジについては、
9月30日までに導入を完了
して、12月16日までに補
助金申請することが必要で
あり、補助金申請を代行し
てくれる業者もあるので、
事前に尋ねるのが良いとの
ことでした。

体験会は、キャッシュレ
ス業者5社とレジ業者3社の
出展で実施、約150件の相
談があり、その場での成約
された参加者もおられまし
た。また、アンケートでよ
り詳しい説明を希望された
参加者には、後日、該当業
者からフォローして頂きま
した。

セミナーでは、キャッシュレス決済の概要やキャッシュレス
化のポイントについて説明がありました。キャッシュレスにつ
いては、事業者はキャッシュレス化の波に乗って顧客の流出を
防ぐ必要があることや、決済事業者が加盟店募集に力を入れて
いる今なら特典も多数あるため、まずは1つ導入することを勧め
られました。

【啓発セミナー（事業成功のための経営計画）】
日 時 10月2日（水）19：00～21：00
場 所 安芸区民文化センター4階 会議室Ｂ
参加費 無料

【経営計画作成セミナー】 全3回
日 時 １日目：10月9日（水）

２日目：10月16日（水）
３日目：10月24日（木）
いずれも19：00～21：00

場 所 安芸区民文化センター 4階 会議室Ｂ
参加費 無料

広島安芸商工会 会報

複数税率対応レジの導入では、軽減税率
対策補助金が利用できます。対象は、軽
減税率対象商品を将来にわたり継続的に
販売するために複数税率対応レジ又は区
分記載請求書等保存方式に対応した請求
書等を発行する券売機を導入又は改修す
る必要のある事業者です。

【対象レジの購入方法】
①レジ業者を通じて購入する。
②家電量販店等で購入する。

家電量販店等で購入された場合、補助金
申請はご自身で行う必要があります。す
でにレジを購入しているが、補助金の申
請がまだの方は、軽減税率対策補助金の
サイトにアクセスして、補助金申請の手
続きをしてください。

で検索!!

申請方法が分からない場合は、広島安芸
商工会の各支所にお問い合わせください。

また、レジ購入がまだの方は、業者の紹
介も可能ですので、ご連絡ください。

なお、補助金申請を代行してくれるレジ
業者もありますが、対象レジが在庫不足
となっており、9月末までに購入できな
い場合もありますので、お早めにお問い
合わせください。

レジ補助金の申請について

軽減税率対策補助金



ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が認定支援機関と連携し
て、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を
支援するもので、8月19日より二次公募が開始されました。
申請を希望される場合は、直接、下記まで申込みください。

１．事業類型、補助率、補助額

※1 補助率アップ要件について
一定の要件を満たす、「先端設備等導入計画の認定取得事業者」や「経営革新計画の承認取得事業者」
は、補助率2/3が適用となります。詳細の要件等については、公募要領をご参照ください。

※2 補助上限額の増額について
生産性向上に資する専門家の活用がある場合は、補助上限額30万円増。

２． 申請における留意点
（１）一次公募との変更点（抜粋）
・電子申告への完全移行 ・事業継続力強化計画の認定による加点実施 ※申請中を含む
・事業類型を一般型・小規模型（設備投資のみ）に限定

（２）その他
・一次公募における採択事業者は、一次公募で採択された事業について辞退をしていない限り、採択の
対象とはなりません。

・本事業では「他社と差別化し競争力を強化」する事業計画が支援対象のため、複数の事業者から同一
もしくは極めて類似した内容の応募申請があった場合、「他社との差別化」に当たらず、採択されない
場合があります。支援の際には他社の事業計画をコピーしたり、されたりすることのないよう事業計画
の取り扱いについては十分注意してください。

・本事業は電子申請のみの受付です。回線状況によっては申請送信がエラーとなる可能性があるため、
余裕を持って申請を行ってください。

※詳細は公募要領を確認ください。

３．スケジュール
（１）申請受付締切 2019年9月20日（金）15：00
（２）採択発表予定 2019年10月末
（３）補助事業期間 交付決定日～2020年1月31日（金）

４．問い合わせ先
広島県中小企業団体中央会
住所：広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル8Ｆ
TEL ：082-222-8338 http://www.chuokai-hiroshima.or.jp/index.php

５．公募要領等
全国中小企業団体中央会のページからご確認ください。

で検索
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事業類型 一般型 小規模型（設備投資のみ）

補助率 1/2以内※1 1/2以内※1

小規模企業者：2/3以内

補助上限額 1,000万円※2（下限100万円） 500万円※2（下限100万円）

「ミラサポ」は、中小企業庁委託事業として中小企業・小規模事業者の未来をサポー
トするサイトです。サイト内「補助金 虎の巻」には、ものづくり補助金を始めとす
る各種補助金の活用事例や申請に関するヒントが掲載されています。

で検索!!

補助金以外の情報も多数掲載されていますので、ぜひご活用ください。

ミラサポ ものづくり補助金

中小企業庁サイト「ミラサポ」のご紹介

全国中小企業団体中央会 ものづくり補助金 二次公募

http://www.chuokai-hiroshima.or.jp/index.php


経済産業省では７月３０日付で、キャッシュレス・ポイント還元事業の加盟店登録状況を公表しています。当初、
数百万社が登録するとの想定に対して、現在のところ約２４万社にとどまっています。中小企業・小規模事業者
が標記事業でポイント等の還元を実施するためには、①キャッシュレス決済事業者との契約 ②決済事業者を通
じて「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店登録の２点が必要となりますが、多くの事業者が②の加盟店
登録が完了していない状況です。

【加盟店登録の流れ】
① 自分の店舗が本制度の対象に当てはまるかをチェック

ご自身の店舗が本制度の対象となる中小企業・小規模事業者であるかを確認する必要があります。業種ごとに
定められた資本金の額や従業員数などの要件がありますので、補助対象となる中小企業・小規模事業者の概要
から確認を行ってください。本制度は新規にキャッシュレス決済を導入する店舗だけでなく、既に利用してい
る店舗も登録が可能です（導入済みの端末に対する補助はありません）。

② 利用したいサービスを提供している決済事業者を確認
利用中、もしくは利用を考えている決済事業者が本制度に登録されているかは、「キャッシュレス・消費者還
元事業」のホームページでチェックしてください。

③ 決済事業者へ「加盟店ID」を申請
 「加盟店ID」とは本制度の登録時に割り当てられる13桁の番号です。これは店舗毎に割り当てられるため、

複数の支店を持つ模事業者は、店舗それぞれで「加盟店ID」を発行申請する必要があります。
 「加盟店ID」申請には、開業届等の営業の実態を確認できる書面の提出などが必要です。必要書類を用意し、

契約を希望する決済事業者に連絡して「加盟店ID」の発行を依頼しましょう。複数社と契約される場合、い
ずれか1社へ依頼してください。ひとつの加盟店IDで複数の端末や決済事業者と契約可能です。

 その後、登録審査を経て「加盟店ID」が発行され、本制度の加盟店登録が完了となります。

【ご注意いただきたい事項】
ポイント還元の対象店舗となるには、決済事業者を通じてポイント還元への加盟店登録を申請する必要があり
ます。また、加盟店登録の手続きには、加盟店ＩＤの発行が必要となりますが、ＨＰからの加盟店ＩＤ発行だ
けでは、本事業の加盟店登録にはなりませんので、ご注意ください。
契約する決済事業者に加盟店ＩＤをお伝え頂き、決済事業者経由での加盟店登録をお願いいたします。
※ID発行と加盟店登録は異なります。加盟店登録は決済事業者経由でしか行えません。

【ポイント】
過去から導入しているキャッシュレス端末の決済事業者側からは加盟店登録案内はないようです。こちらから
連絡しましょう。併せて利用手数料についても確認しましょう。

3
キャッシュレス・ポイント還元事業での「加盟店登録」をお忘れではありませんか?



後継者にとって、新しい時代を生き抜き、引き継いだ会社を伸ばしていくためには、時代に合った「経営革
新」と新しい「組織運営」が必要不可欠です。本セミナーでは、自身の会社の“少し先の未来”を考えてい
ただきます。全4回のセミナーです。

場 所 TKPガーデンシティ広島 広島クリスタルプラザ2Ｆ（広島県広島市中区中町8-18）
日 時 ①9月20日(金) ②9月25日(水) ③9月30日(月) ④10月7日(月)
時 間 13：30～16：30
対 象 中小企業、小規模事業者の後継者、後継予定者の方
定 員 15名 参加費 無料

お申込み方法
広島県商工会連合会ホームページから案内チラシをダウンロードのうえお申込みください。

で検索!!

お問い合わせ、お申し込み先
広島県商工会連合会 地域振興課 担当：林、石橋 TEL：082-247-0221／FAX：082-249-0565

後継者が実践する｢経営革新｣と｢働き方改革｣
～先代から引き継ぐ“宝物”を活かした新しい｢組織風土づくり｣とは～

厚生労働省より今年度の地域別最低賃金額改定の目安が
公表されました。広島県では２７円の引上げが予定され
ています。これにより10月1日から最低賃金は８７１円
となる予定です。

【最低賃金をクリアしているか確認しましょう】
時間給の場合は、単純に比較できますが、日給や月給
の場合は、以下の計算をして確認する必要があります。
最低賃金は、基本給の部分が対象となります。その他
の手当てを含めて計算しないようご注意ください。

広島安芸商工会では、地区内における優良従業員の確保を目的として、毎年、優良従業員表彰を行っておりま
す。対象は、永年勤続の社員の方だけでなく、特に功績のあった社員の方なら勤務年数に関わらず表彰するこ
とが可能です。詳しくは同封の案内をご覧ください。

最低賃金額改定の目安について

「優良従業員表彰」対象者の募集について
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広島県商工会連合会 事業承継セミナー

事業承継セミナー

【最低賃金をクリアしているかの確認】

＜日給の場合＞
日給/1日の所定労働時間≧最低賃金額

＜月給の場合＞
月給÷1か月の平均所定労働時間※≧最低賃金額

※1か月の平均所定労働時間
「（365日−1年間の休日合計日数）×1日の所定
労働時間」÷12

今後の主な行事

行事 日時 場所

週末創業塾（経営発達支援事業）全5回 9月7日(土) ・14日(土) ・21日(土)
28日(土) ・10月5日(土)

安芸区民文化センター

啓発セミナー（経営発達支援事業） 10月2日(水)・16日(水)・24日(木) 安芸区民文化センター

経営計画作成セミナー(経営発達支援事業) 10月9日(水) 安芸区民文化センター

青年部定例会 9月19日(木)・10月17日(木) 広島安芸商工会

女性部定例会 10月16日(水) 広島安芸商工会

女性部合唱講習会(うたごえ広場) 9月8日(日) ひまわりプラザ

女性部教室 9月10日(火)・9月17日(火)
10月8日(火)・10月15日(火)

広島安芸商工会

金融審議会 9月11日(水)・10月9日(水) 広島安芸商工会

広島安芸商工会 TEL：822-3728 FAX：822-0924

船越支所 TEL 823-2754  FAX 823-2793
海田支所 TEL 822-3728 FAX 822-0924
坂支所 TEL 885-1200 FAX 884-2331
URL http://hiroshima-aki.net/ e-mail  hiroshima-aki@hint.or.jp

 

新規会員募集中

http://hiroshima-aki.net/

