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自然災害に備えた計画を立てて事業継続力を強化しましょう！

もし今、自然災害が発生したら、どのように行動するか決めていますか?
従業員の安全、主要設備の保護、取引先への対応、資金繰りは大丈夫でしょうか。

昨年の西日本豪雨災害のみならず、近年、大規模な自然災害が全国各地で頻発しており、こうした自然災害は個々の事
業者の経営や、サプライチェーン等企業間連携にも大きな影響を及ぼしています。また、南海トラフ巨大地震の発生可
能性も懸念されています。このような自然災害は、いつ発生しても不思議ではなく、発生した時に備えて事前に準備を
進めておくことが重要ですが、災害リスク対策への取組みは直接的な収益にはつながりにくいことから、後回しにされ
がちです。

このようなことから、中小企業の自然対策に対する事前対策(防災・減災対策)を促進するための「中小企業の事業活動
の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(以下、中小企業強靱化法という)」が、令和元年5
月29日に成立、7月16日に施行され、「事業継続力強化計画」認定制度が創設されました。

今回のセミナー・ワークショップでは、広島安芸商工会エリアの中小企業、小規模事業者を対象に、想定される自然災
害への備えの重要性について理解していただくとともに、その第一歩となる事業継続力強化計画の策定を行います。特
に、従業員のいらっしゃる事業所で、災害対応に関する計画を作成されていない事業者様はぜひご参加ください。
詳しい内容、お申込みは同封のチラシをご覧ください。

＜開催概要＞

【ワークショップ】
日時 令和2年2月7日（金） 14：00～16：30
場所 安芸区民文化センター 4階 会議室Ａ

広島安芸商工会 会報

スタンプラリー トークショー開催報告

12月14日（土）、サンピア・アキにて、カープОＢ、カープ選手をお招きしてトークショーを開催しました。

このトークショーは、海田町補助事業として開催するもので、カープOB・カープ選手とのふれあいにより、夢を描く
気持ち、挑戦する精神、努力する心などを育み、子供たちの健全な育成を促すとともに、より多くの方の広島愛、地
元愛を育むことを目的に開催しており、今回で6回目の開催です。5月から8月にかけて海田町内で実施したスタンプ
ラリーの当選者が対象で、当日は300人を超える来場者がありました。

トークショーは、カープОBゲストとしてＲＣＣ
野球解説者の天谷宗一郎さん、広島東洋カープ
から安部友裕選手を迎え、ＲＣＣの伊東平アナ
ウンサーの進行で行いました。

ゲストのトークの途中、ステージから来場者に
コミュニケーションをとっていただく場面も多
く、会場は大いに盛り上がりました。

開会前には、町花Prキャラクター「ヒマ太君」
が会場内をまわって来場者をお迎えする一面も
ありました。

■「事業継続力強化計画」認定制度のポイント■
中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度です。

認定を受けた事業者は、税制優遇や金融支援、ものづくり補助金の優先採択などの支援策が受けられます。

【支援概要】・日本公庫による低利融資 ・信用保証枠の追加 ・防災、減災設備への優遇税制
・ものづくり補助金の優先採択 ・認定ロゴマークの使用

【セミナー】
日時 令和2年1月30日（木） 14：00～16：00
場所 安芸区民文化センター 4階 会議室Ａ

「災害対応力向上」のためのセミナー・ワークショップを開催します。



以下をご準備のうえ、各支所までお越しください。
（１）令和元年中に支払った給与・賞与額のわかるもの （２）生命保険料・損害保険料控除証明書
（３）国民健康保険、国民年金の証明書 （４）印鑑 （５）給与支払者、従業員の本人確認書類

申告期限：【一般】令和2年1月10日（金） 【納期特例】令和2年1月20日（月）
手 数 料：５００円／従業員1人あたり

また、法定調書の作成には、以下のものが必要となります。
・税理士や司法書士など個人経営の士業に支払した報酬額
・賃貸物件（テナント代、駐車場代など）の支払先、支払額

お早めにお越しくださいますよう、お願いいたします。

年末調整の手続きはお早めに!!
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確定申告の相談について

令和元年分の確定申告相談についてご案内いたします。

【受付期間】 令和2年2月3日（月）～3月6日（金）
【申告期限】 所得税・贈与税等：3月16日（月） 消費税：3月31日（火）

■ご準備いただくもの
⓵帳簿類（科目別の集計を行って下さい） ⓶平成30年12月末日の商品在庫高（棚卸表） ⓷印鑑
⓸保険関係証憑（生命・損害・年金・国保） ⓹10万円以上の購入品の明細書
⓺前年の決算書、申告書の控え ⓻消費税申告がある場合は平成28年分決算書・申告書
⓼マイナンバーおよび本人確認書類（㋐㋑のいずれかのコピー）
㋐マイナンバーカード（両面） ㋑通知カード＋運転免許証、健康保険被保険者証など

・決算には手数料が必要です（準備状況により金額が異なります）。
・青色申告の場合は別途青申会費1,000円が必要です。
・消費税申告のある方は、消費増税、軽減税率などの処理にお気を付けください。
・不動産の収容や売却など特殊事情がある場合、2月13日（金）までにご相談ください。
・昨年、商工会にて確定申告対応させていただいた方には、別途確定申告のご案内をお送りいたします。
今回初めて商工会対応をご希望の場合、事前にお申し出ください。

【平成30年7月豪雨により被害を受けられた方へ】
災害により、住宅や家財及び自動車などに被害を受けられた方は、雑損控除または災害減免法の適用により、
令和元年分の所得税等の軽減または免除を受けられる場合があります。海田税務署で、災害を受けられた方
に対し所得税等の軽減に関する申告相談会が次のとおり開催されます。

※混雑状況によって16時以前に相談受付を終了する場合があります。
※雑損控除等以外の申告相談期間は、令和2年2月17日(月)から3月16日(月)です。

■必要書類

【お問い合わせ】海田税務署 個人課税第一部門 ℡：823-2133（直通） 8：30～17：00（土日祝日除く）

開催日時 開催時間 開催場所

令和2年1月27日（月）～2月14日（金）
（土日祝日を除く）

9：00～16：00 海田税務署 附属棟2階 大会議室
（安芸郡海田町大正町1-13）

№ 必要書類 具体例等

1 り災証明書あるいは被災証明書 写しでも可

2 被害を受けた試算の①取得時期・取得価
格・面積等、②修繕費、取り壊し費用、
③保険金等の受取額が分かるもの

①工事請負契約書等、登記事項証明書、領収書
②領収書、請求書
③支払通知書、通帳の写し

3 令和元年分の所得金額や所得控除のわか
るもの

源泉徴収票、青色申告決算書、収支内訳書、生
命保険料控除証明書 など
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下請取引の適正化に関する親事業者等への要請について

ホームページ・SNSを使って売上アップを目指しましょう！（売上UPセミナー①）

日本経済は緩やかな回復基調にあり、企業収益の拡大や倒産件数の減少が続くなど、経済の好循環が浸透する一方、度
重なる災害をはじめ、人手不足の深刻化、労働生産性の伸び悩みなど、中小企業を取り巻く環境は厳しい面があること
から、この度、経済産業省から親事業者約20万社及び関係事業者団体約1,100団体に対し、経済産業大臣及び公正取引
委員会委員長の連名による文書をもって下請取引の適正化について要請がありました。

■親事業者に対しての適正化要請の概要
・下請法の理解と下請代金支払の適正化
・親事業者の働き方改革による中小企業への悪影響がないように配慮する
・災害時における取引条件に影響がないよう配慮する
・消費税の円滑かつ適正な転嫁
・下請け代金の適正な支払い

で検索!!

■相談窓口について
取引上の悩みがある場合、「下請かけこみ寺」にご相談ください。

電話 0120-418-618（直通：082-240-7703）
場所 広島市中区千田町3丁目7-47（ひろしま産業振興機構内）

で検索!!

下請取引の適正化について、親事業者等に要請します

下請かけこみ寺

Googleの検索結果に、無料で最新のビジネス情報を掲載してみませんか?

たとえば、Googleで「ランチ」と検索すると、専門グルメサイトよりも先に、地図と現在地近くの検索結果３件が表示
されます。Googleマイビジネスは、その情報を無料で登録・管理できるサービスです。Googleマイビジネスに登録する
と、近くの検索ユーザーの検索結果の上部に表示されるようになります。

Google検索は、パソコン、スマホともにインターネット検索全体の約７割を占めており、日本で世界でもっとも利用さ
れている検索エンジンです。グルメサイトでの顧客獲得単価が1,000円を超えるとも言われる中で、Googleマイビジネ
スの情報を充実させることで顧客獲得単価を下げる効果が期待できます。もちろん、飲食店以外のお店や他業種の事業
者でも検索結果の表示方法はほぼ同じなので、さまざまな業種で効果が期待できます。

当セミナーで、Googleマイビジネスの特徴、その登録方法や押さえておきたいポイント等を学ぶことができます。

日時：令和2年2月4日(火) 18：30～
場所：安芸区民文化センター 4階 会議室Ｂ 定員：30名

【お申込み方法】
同封のチラシに必要事項をご記入のうえ、ファックスにてお申込みください。

「Google（グーグル）マイビジネスを使って売上アップを目指しましょう！ （売上UPセミナー②）

ホームページやSNSの販促と聞くと、特別なことをしなければならないと考えていませんか?

今回、まだホームページをお持ちでない方や、SNSを使いこなせていない方を対象としてセミナーを開催します。
チラシを作成するのと同じように、消費者に訴えかけるポイントを押さえることで、ホームページやSNSの内容を検討
することができます。セミナー受講後にホームページ開設をしたい方は、専門家に相談することも可能です。

＜開催概要＞
日時：令和2年1月24日(金) 18：30～
場所：安芸区民文化センター 4階 会議室Ｂ 定員：30名

【お申込み方法】
同封のチラシに必要事項をご記入のうえ、ファックスにてお申込みください。



「ヒマ太君」は海田町の町花「ヒマワリ」をモチーフに
したキャラクターです。
ヒマ太君のイラストは、どなたでも無料でご使用いた

だけます。商用利用の場合、事前に海田町の許可が必要
です。詳しくは海田町ホームページをご覧ください。

■ヒマ太君のLINEスタンプが出来ました!!
LINEのスタンプショップで

「ヒマ太君」と検索して、
「クリエイターズ」を選択
すると見つかります。
ご当地キャラのスタンプを
ぜひ活用してみてください。

「ヒマ太君」をご存知ですか?

4

今後の主な行事

行事 日時 場所

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

三役会（12：00） 1月10日(金) 広島安芸商工会

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

金融審議会（13：30） 1月15日(水)・2月12日(水) 広島安芸商工会

青年部 定例会（19：30） 1月16日(木)・2月20日(木) 広島安芸商工会

法人成り相談会（11：00） 1月21日(火) 広島安芸商工会

ようようまつり実行委員会（19：00） 1月23日(木) 坂町町民センター

理事会（13：30） 1月24日(金) 広島安芸商工会

ホームページ・SNSによる売上UPセミナー（18：30） 1月24日(金) 安芸区民文化センター

税務記帳相談会（13：00） 1月28日(火) 広島安芸商工会

災害対応力向上セミナー・ワークショップ 1月30日(木)・2月7日(金) 安芸区民文化センター

グーグルマイビジネスによる売上UPセミナー（18：30） 2月4日(火) 安芸区民文化センター

女性部教室（18：00） 2月18日(火)・3月17日(火) 広島安芸商工会

女性部定例会（19：00） 2月19日(水) 広島安芸商工会

キッズ起業家育成塾
①～③学習会（8：30） ④販売体験会（8：30）

①2月23日(日)・②2月29日(土)
③3月7日(土)・④3月15日(日)

①～③広島文化学園大学(坂)
④パルティ・フジ坂

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

12月7日（土）18時30分より、女性部の渡辺さんのお店
カラオケスタジオチロル（安芸郡海田町南幸町15-3
☎823-7955 ）にて望年会を開催しました。
新しい年を希望を持って迎えるために、以前から女性部
では「望」年会と呼んで開催しております。

女性部報告

青年部報告

町花Prキャラクター「ヒマ太君」

11月3日(日)～4日(月)にかけて、研修視察旅行で瀬戸田・松山を訪問しました。

初日の瀬戸田では、昼食に尾道しまなみ商工会青年部に所属されている「長寿園」を
訪問して、いのしし一頭をさばいて食べる「しましし一頭食（いっとうぐい）の会」
を開催していただきました。会の中で、現状の事業課題や今後の事業展開などの意見
交換を行い交流を図りました。

その後、同じく尾道しまなみ商工会青年部の「(株)島ごころ」を訪問し、レモンケーキ
作りを体験しました。丁寧に教えて頂けることから他地域の商工会や商工会女性部の
方々も来られるそうです。焼き上がりまでの時間で、奥本社長から創業当時の苦労話や
現状について伺うことができました。

夜は松山にて愛媛県青年部連合会の方々と交流を図り、翌日は女子ゴルフのプロツアー
で使用されている「エリエールゴルフクラブ松山」にてゴルフを行い親睦を図りました。

当日は20名の部員が
集まり、交流を図り
ました。

【年末年始の休館日について】
12月28日（土）～1月5日（日）は休館とさせていただきます。 令和2年もよろしくお願いいたします。

http://hiroshima-aki.net/

