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「週末創業塾」の開催について

広島安芸商工会海田支所では「週末創業塾（全5回コース） 」を開講します。全５回の講座で、創業の心構えから、事
業計画、創業融資、会計・財務、 マーケティングまで、創業に必要な知識を幅広く 学べます。創業予定者はもちろん、
創業して間もない方や、新規事業立ち上げをご検討の方にも役立つ内容です。

＜カリキュラム（予定）＞ 時間はいずれも 10：00 ～ 16：00

経営計画作成セミナー開催報告

前号でご案内しました「啓発セミナー」「経営計画作成セミナー(3
日コース)」を10月2日から24日にかけて開催し、啓発セミナーに19
名、経営計画作成セミナーに12名ご参加いただきました。
当セミナーは経営計画を作成して売上アップや補助金申請等に役立

てる目的で開催したもので、中小企業診断士の山根敏宏先生に、計画
作成に必要な知識やフレームワークとその活用方法等をご講義いただ
きました。
事業者ごとに商圏分析資料を準備したり、財務分析を行ったりしま

した。また、セミナー中にワーク時間も設けて、講師と経営指導員で
サポートを行うことで、計画
作成がスムーズに進むように
しました。
セミナー期間後も、経営計

画完成まで専門家派遣の活用
等で支援していく予定です。

場 所 安芸農協会館（サンピア・アキ） 3階 研修室
講 師 中小企業診断士 渡貫 久 氏

中小企業診断士・キャリアカウンセラー 小倉 綾 氏
定 員 20名

広島安芸商工会 会報

令和最初の新年を迎えるにあたりまして、

「第24回安芸地区新年互礼会」を開催いたし

ます。

安芸地区新年互礼会は、安芸地区内の民・

官・政・財界の人々が一堂に会し、賀詞交換

の場並びに交流の場として開催されるもので

す。新年のお忙しい時とは存じますが、多数

ご参加いただけますようお願い申し上げます。

日 時：令和２年１月６日（月）

11：30～12：30

場 所：安芸農協会館(ｻﾝﾋﾟｱ・ｱｷ) 4階

参加費：2,000円（一人あたり）

• 複数名ご参加される企業様も多くおられ

ます。また、地域内の事業者も多く参加

されますので、新年のご挨拶の場として

ご活用ください。

• 事前のお申込みが必要となります。詳し

い内容、お申込み方法については、同封

案内をご覧ください。

安芸地区新年互礼会のご案内

【セミナー内容】（一部抜粋）
・経営戦略のパターンと考え方
・経営分析の方法（市場調査、競合分析、ポジショニングマップ...）

・経営戦力構想の立て方（戦略設計、競争戦略、事例紹介..）

・マーケティングの手法
・財務分析、数値計画の策定（損益分岐点と利益計画、収支プラン...）

・ものづくり補助金、経営革新計画 など

受講料
無 料

日程 テーマ

1日目：1月11日(土) 経営の基本・マーケティング基礎①

2日目：1月18日(土) マーケティング基礎②、マーケティング実践知識

3日目：1月25日(土) 創業事例紹介・創業計画の作り方

4日目：2月8日(土) 創業計画の策定・ビジネスプランの発表

5日目：2月15日(土) 人材育成の心構え・会計と財務の基礎・制度の活用

すでに創業されている方にも役立つ内容です!!

新事業や新分野に挑戦したい、業態転換等をお考えの経営者や後継者の方を対象にした個別相談会を開催します。相
談実績が豊富で、ご自身でも事業を営んでおられる中小企業診断士の先生が対応いたしますので、実践的なアドバイス
を受けることができます。詳しい内容、お申込みは同封のチラシをご覧ください。

日 時：①11月12日（火） ②11月15日（金） いずれも13：00～17：00
場 所：広島安芸商工会 本所会議室

新事業・新サービス等個別相談会を開催します!! 第二創業個別相談会

相談料
無 料



消費税増税、軽減税率制度の導入から1か月が経ちますが、不明点がある事業者の方も少なくないと思います。その
ような方々のために、相談窓口が開設されていますのでご利用ください。

① 軽減税率制度について
⇒「消費税軽減税率電話相談センター」をご利用ください。

② 軽減税率対策補助金(レジ補助金) について
当補助金については，手続き要件が変更され、本年9月30日までに軽減税率制度に対応するレジの購入等に関する契
約を締結したものについても補助対象になっております 。
• 従前は、一部を除き、複数税率対応レジ等を導入又は改修の上、支払いが完了したものが対象でしたが、手続き

要件の変更により「契約締結したもの」が対象となりました。
• 上記の「一部」とは、受発注システム又は請求書管理システムを、事業者自らが改修・入替えするケース（申請

類型Ｂ型・Ｃ－２型）を指します。
⇒「軽減税率対策補助金事務局」をご利用ください。

③ 消費税価格転嫁・広告・宣伝等について
⇒「消費税価格転嫁等総合相談センター」をご利用ください。

消費税軽減税率制度等の導入に関するお問い合わせ先について
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WEBセミナーは会員限定のインターネット・セミナーです。インターネッ
トで映像コンテンツを視聴することにより、さまざまな経営情報が取得で
きます。

旬なテーマを取り上げたセミナー、階層別セミナー、職種別セミナー、カ
ルチャーなど、映像と音声を中心とした本格的なセミナーをご提供いたし
ます。会員の皆さまの「新たな収益事業の検討」「社員研修のツール」
「公益性の強化」などにご利用いただけます。

＜人気のテーマ＞
・キャッシュレス超入門「概要と消費者還元事業について」
・補助金申請で重要な加点項目「経営力向上計画について」
・家族や社員が安心できるスムーズな事業承継「相続・事業承継への準備と心構え」
・地域に根差した企業スピリットに迫る「元地域土着スーパー社長が語る地域の未来」
・目標達成に繋がるコーチング「モチベーションを無理に上げずに楽しく仕事ができる方法」

上記はWEBセミナーコンテンツのごく一部です。 常時約500タイトルのセミナーがご利用いただけます。

＜ご利用方法＞
広島安芸商工会ホームページ「http://hiroshima-aki.net/」にアクセスのうえ、以下の IDとパスワードを入力して下
さい。

広島安芸商工会「WEBセミナー」を活用してみませんか?

ID：●●●パスワード： ●●●

http://hiroshima-aki.net/


外国人材受入ノウハウ等普及セミナーは、新たに外国人材の受入れを検討している・外国人材受入れノウハウが十分
でない企業等を対象に、「日本語によるコミュニケーションが不安」、「文化・習慣等に対応した留意点がわからな
い」や「新制度活用に必要な情報が不足」という声に対応することを目的として、広島県商工労働局が主催で開催さ
れるセミナーです。

以下のようなお悩みがある企業様は、ご参加をご検討ください。
・外国人材をどうやって採用すればよいかわからない。
・受け入れている外国人材がもっと活躍できる職場にしたい。
・新しい在留資格「特定技能」についても知りたい。
・活用できる支援サービスがわからない。

＜広島会場＞
日時：令和元年11月12日（火） 13：00～17：00
場所：広島県立広島産業会館 東展示館

（広島市南区比治山本町12-18）

＜お申込み・お問い合わせ＞
株式会社Taisei「外国人材受入セミナー運営事務局」
℡：0120-38-5720 E-mail：gaikokujinzai@taisei-print.co.jp

セミナーの詳細、お申込み用紙の取得は広島県HPからお願いします。

で検索!!
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「外国人材受入に失敗しないためのセミナー」開催について

中小企業庁では、価格転嫁が進まず厳しい状況にある下請中小企業の価格交渉力強化に向けて、価格交渉ノウハウを
広く周知するため、下請中小企業を対象にしたセミナーを開催されます。参加を希望される場合は、価格交渉サポー
トセミナー事務局まで申し込みください。

場 所 TKP広島本通駅前カンファレンスセンター 3B
(広島市中区紙屋町2丁目2-12 信和広島ビル)

日 時 令和元年12月13日（金）13：30～16：45
対 象 中小企業・下請事業者
定 員 50名
参加費 無料

＜プログラム＞※基礎編と実践編の2カリキュラムで3時間
基礎編：（1）国の取り組み、振興基準の説明
(90分) （2）下請法・違反事例の説明

（3）価格交渉の進め方・交渉のポイント

実践編：（1）価格の概念、価格設定の具体的事例
(90分) （2）価格交渉の進め方と具体的事例

（3）問題になる下請法違反事例の共有

＜お申込み・お問い合わせ先＞
価格交渉サポートセミナー事務局（株式会社パソナ）

E-mail : kakakusupport@pasona.co.jp

TEL：03-6262-6470 FAX：03-6734-1312

で検索!!

＜参考資料＞
中小企業庁より、価格交渉ノウハウハンドブック、価格交渉事例集が公表されています。

で検索!!

「価格交渉サポートセミナー」の開催について

価格交渉サポートセミナー 広島

価格交渉ノウハウ ハンドブック 事例集

広島県 外国人材受入ノウハウ等普及セミナー

mailto:gaikokujinzai@taisei-print.co.jp
mailto:kakakusupport@pasona.co.jp


8月30日(金)～9月1日(日)
に、県内の商工会青年部員が
参加して「36時間耐久チャリ
ティーソフトボール大会」が
開催され、広島安芸商工会青
年部から12名が参加しました。
集められた募金は、県青連災害準備資金として災害支

援に利用されます。

青年部報告

4

今後の主な行事

行事 日時 場所

第59回 商工会全国大会 11月21日(木)・22日(金) NHKホール(東京)

理事会（13：30） 11月15日(金) 広島安芸商工会

青年部 定例会（19：30） 11月21日(木)・12月19日(木) 広島安芸商工会

青年部 研修視察旅行 11月3日(日) ～ 4日(月) 瀬戸田、松山

女性部定例会&望年会（18：00） 12月7日(土) 広島安芸商工会

女性部教室（18：00）
※（12月26日は17：00より）

11月12日(火)・11月19日(火)
12月26日(木)※

広島安芸商工会

金融審議会（13：30） 11月13日(水)・12月11日(水) 広島安芸商工会

新事業・新サービス等個別相談会（13：00） 11月12日(火)・15日(金) 広島安芸商工会

第24回 安芸地区新年互礼会（11：30） 1月6日(月) サンピア・アキ

週末創業塾（海田町補助事業）全5回 1月：11日(土) 18日(土) 25日(土)
2月：8日(土) ・15日(土)

サンピア・アキ

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

女性部では、地域のイベントを通じて住民との交流を
はかることを目的の一つに掲げております。

8月17日(土)には、パルティフジ駐車場にて開催された
潮の香まつりに出店し、ディズニー柄のヨーヨー釣りや
タピオカドリンク等の販売を行い、ご家族連れなど多く
の方に喜んでいただくことが出来ました。
また、まつりの販売で余ったヨーヨー釣りの風船は、

海田町内の保育所に寄贈しました 。

女性部報告

個人住民税の特別徴収をまだされてない事業主の皆さまへ（広島県からのお知らせ）

広島県と県内全23市町では、2020年度から従業員の方の個人住民税は、原則すべて特別徴収（給与天引き）とする取
組みを行っています。所得税の源泉徴収義務のある事業主は、特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、原則す
べての従業員（パート、アルバイト、役員などを含みます）について、個人住民税を特別徴収することが法令により
義務付けられています。普通徴収を選択する場合は、給与支払い報告書（個人別明細書）に特別徴収できない理由の
記入が必要となりますので、ご協力をお願いいたします。

【個人住民税の特別徴収（給与からの天引き ）とは？】
• 事業主が、所得税の源泉徴収と同じように、従業員に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税（市・町
民税と県民税）を天引きして、市町へ納入していただく制度で、法律で義務づけられています。

• 事業主の方は、特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、原則すべての従業員（パート、アルバイト、短期雇
用者、非常勤職員、役員含む）について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。

個人住民税は，市役所・町役場で課税・徴収事務を行っています。給与支払報告書や納入方法等の具体的な手続きに
ついては，従業員のお住まいの市町の住民税担当課にお問い合わせください。

10月19日(土)にふなこ
し秋まつり（鬼フェス）
に出店、焼き鳥やジュー
ス、生ビール等を販売し
ました。地元の方々に喜
んで頂き、まつりの盛り
上がりに寄与出来たと思
います。

http://hiroshima-aki.net/

