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広島安芸商工会 会報

■経営に関する相談（毎月２回 9：00～17：00）

開催日：７月…９日(木)・２２日(水) ８月… １１日(火)・２７日(木)
専門家：中小企業診断士 渡貫 久 氏 ９月以降も随時開催予定

開催日：７月２１日(火) 13：00～17：00 専門家：弁護士 藤岡 達麻 氏

■法律なんでも相談会（相談時間：30分）

【お申込み】各支所へお電話にてお申込みください。（法律なんでも相談会はFAXをお願いします）

専門家による個別相談会の開催について 【会員限定】

新型コロナウイルス対策として個別相談会を開催します。（完全予約制）
【開催場所】広島安芸商工会 本所（海田）

■持続化給付金、国・県・市町の事業者支援制度の申請サポート（週３回）

開催日：毎週 月、水、金 10：00 ～ 17：00
※パソコンやインターネット環境がないため申請ができない方が対象です。

■コロナ対応融資の限度額、実質無利子上限額が拡充されました。（）は拡充前の金額

1.日本政策金融公庫「コロナ特別貸付」の場合

※ 「コロナ特別貸付」「コロナマル経」「生活衛生」の合計で4,000万円が上限です。

2.民間金融機関「広島県コロナウイルス対応資金」の場合

【ポイント】

コロナウイルスが収束した後、業績の回復状況によっては必要額を借りられない可能性もあります。コロナ禍の

今だから借入しやすくなっているのも事実ですので、今のうちに金額的に余裕を持った資金調達をしておきま

しょう。なお、民間金融機関への申込件数が増えたことで保証協会の審査に時間がかかっていますので、お申込

みもお早めに。

国の令和2年度第2次補正予算が6月12日に成立しました。各市町の支援制度も拡充されていますので、

新たに利用できる制度についてお知らせいたします。

中小事業 国民生活事業

融資限度額 ６億円（３億円） 8,000万円（6,000万円）

利下げ（無利子）限度額 ２億円（１億円） 4,000万円（3,000万円）※

中小企業、小規模事業者

融資限度額・利下げ無利子限度額 4,000万円（3,000万円）

開催日：８月２６日(水) 13：00～18：00 専門家：社会保険労務士 伴 守 氏

■雇用調整助成金に関する相談（相談時間：1時間）
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【コロナ関連】支援制度のご紹介

【広島県】新たにテイクアウト・デリバリーに取り組むための初期費用を助成します。

新型コロナウイルス感染症で特に影響の大きい飲食業・宿泊業が行う「テイクアウト」や「デリバリー」など、

新たな取組への新規参入について、その費用が最大30万円（助成率10／10）助成されます。

助成対象：県内の飲食店、宿泊業者が新たにテイクアウト・デリバリーに取り組むための初期費用

（チラシ作成、広告掲載、サイト構築、看板、車両リース、店舗改装、容器 等）

助成期間：事前申出完了通知日から令和2年10月31日まで（最長3カ月）

申込締切：令和２年７月31日(金)

お問合せ (公財)ひろしま産業振興機構 新型コロナ対策事業推進チーム TEL 082-207-0226

で検索

海田町事業継続応援金について

海田町では、新型コロナウイルス感染症感染症の影響で、令和２年３月から５月までのいずれかの月（対象月）

の売上高が前年同月に比べて２０％以上減少している町内に事業所のある中小、小規模事業者に対して、10万円

の応援金が給付されます。申請書類は海田町ホームページよりダウンロードできます。（申請要領、申込書類は

広島安芸商工会海田支所にもございます）

申請期限 令和２年７月３１日(金)まで（原則郵送での申請。当日消印有効）

お問い合せ 海田町役場 魅力づくり推進課 Tel：082-823-9234

坂町中小企業等支援金について
坂町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年１月～１２月の間において、ひと月の売上が前年

同月比で２０％以上５０％未満の減少となる町内の中小企業者等に10万円が給付されます。申請書類は坂町ホー

ムページからダウンロード、または坂町役場産業建設課で受け取ってください。

なお、国の実施する持続化給付金を受けた、または今後受ける予定がある場合は申請できません。また、広島県

感染拡大防止協力支援金の受給者は４月２２日～５月６日の売上は算定から除外されます。

申請期限 令和３年１月３１日(日)まで（原則郵送での申請。当日消印有効）

お問い合せ 坂町役場 産業建設課 Tel：082-820-1512

家賃支援給付金（制度の詳細は未確定。決まり次第、経済産業省HP等で公表予定）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小・小規模等のテナント事業者に対して、地代・家賃（賃料）の負

担軽減を目的として「家賃支援給付金」が支給される予定です。

【給付対象者】

テナント事業者のうち、中小小規模事業者等であって、

令和2年5月～12月において以下のいずれかに該当する

場合、給付金が支給されます。

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比50％以上減少

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比30％以上減少

【給付額・給付率】

申請時の直近の月額賃料に基づいて算出される給付額（月額）

を基に6カ月分の給付額に相当する額が支給されます。

■中小法人 …最大600万円（家賃の月額75万円まで2/3 75万円超225万円までは1/3）

■個人事業者…最大300万円（家賃の月額37.5万円までは2/3 37.5万円超112.5万円までは1/3）

広島県 テイクアウト・デリバリー参入促進事業
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従業員への休業手当に関する助成について

雇用調整助成金を活用しましょう!
雇用調整助成金の活用は、雇用を維持しつつ、人件費の抑制を図ることに繋がります。手続きが煩雑で申請をため

らっておられた事業者様も、この機会に活用をご検討ください。

【改定のポイント】

■申請条件の緩和、書類が簡素化されました。

6月12日に支給条件が良くなりました。休業計画書が不要になり、提出書類も簡素化されました。

支給日額の上限が15,000円に引き上げられ、過去にさかのぼって支給率を上げることも可能に。

解雇を伴わない場合は助成率が10割になり、すでに申請、支給されている場合も差額を追加支給。

算出は、休業手当の金額・休業日数・休業時間の入力でOKに。

■社会保険労務士に依頼する費用の補助制度ができました。

雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金に関する申請書類の作成を、社会保険労務士に

依頼した際の経費について、最大10万円 が補助されることになりました。

相談できる社会保険労務士は限定されています。当地域の社会保険労務士へのご紹介は商工会でも行います。

地域によって要件、申請先等が異なります。広島市の事業者は「広島市」の制度を、海田町、坂町の事業者は

「広島県」の制度をご確認ください。

【お問い合わせ】 広島県 商工労働局 雇用労働政策課 ℡：082-513-2838

で検索雇用調整助成金 申請手続き 費用補助

■社会保険労務士による無料相談会をご利用ください【会員限定】

雇用調整助成金の申請にあたり書類作成のアドバイスを受けることができます。
ご相談後に、補助制度を活用して申請手続きを依頼することも可能です。

開催日時 ８月２６日（水） 13：00～18：00

開催場所 広島安芸商工会 本所（海田）

必要書類 年度更新書類、賃金台帳、出勤簿（シフト表）、就業規則（作成されている場合）など

お申込み 広島安芸商工会の各支所に電話にてお申込みください。

小規模事業者持続化補助金について（対象：小規模事業者）

小規模事業者が経営計画を作成して取り組む「販路開拓等」を支援するものです。申請書類の作成については商工

会がサポートしますので、広島安芸商工会の各支所までご相談ください。なお、申請書の作成には時間がかかりま

すので、お早目のご相談をお願いいたします。

①持続化補助（コロナ特別対応型）…2月18日以降に実施した取り組みまで遡って補助されます。

補助上限：100万円 補助率：2/3

３次締切：8月7日(金) … 商工会へ 7月31日(金)までに申請書をご提出ください。

⓶持続化補助（一般型）

補助上限：50万円 補助率：2/3

３次締切…10月2日(金) … 商工会へ 9月28日(月)までに申請書をご提出ください。

応募方法等の詳細は、広島県商工会連合会のサイトよりご確認ください。

で検索広島県商工会連合会 持続化補助金

店舗改修

ホームページ
開設・改修

チラシ・パンフ

製作・配布

ネットショップ
開設

雇用調整助成金
申請手続支援
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【広島市】新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、主たる生計維持者が3つの条件

すべてに該当される世帯の方に対して、平成31年度（第9期（令和2年2月納期）以降）分及び令和2年度分の保険料

（令和2年2月1日から令和3年3月31日に納期があるものに限ります）の一部を減額します。

■条件

① 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入について、それぞれの収入のいずれかが、平成31

年（令和元年）に比べて10分の3以上減少する見込みであること

② 主たる生計維持者の平成31年（令和元年）の合計所得金額が1,000万円以下であること

③ 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得以外の平成31年（令和元年）の所得の合計額が400万円以

下であること

詳しくは、安芸区役所 保険年金課（082-821-4910）へお問い合わせください。

民法の改正に伴うポイント&法律なんでも相談会の開催について
4月1日に民法が改正されました。これまで「瑕疵」と言われていたものが「契約の内容に適合しないもの」という文

言に変わり、瑕疵担保責任と言われていたものが「契約不適合責任」と呼ばれるようになりました。この改正により、

仕事を請け負った事業者の責任が増すことになります。例えば、納品物に不備があった場合、改正前では、修理、損

害賠償、契約の解除だったものが、改正後は前述の事項にプラスして、代替物（不足物）の引渡しによる履行責任や

報酬の減額もあり得るという内容に変わりました。また、改正前は「引き渡しから1年以内」だった請求期間が「不

適合を知った時から1年以内」に変更となっている点も注目です（参考：月刊SHOKOKAI 4月号）。

コロナ禍のいま! おすすめのWEBセミナー【会員限定】

＜ご利用方法＞
広島安芸商工会のホームページ「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。

【お願い】会員専用サービスのため、外部へのID、パスワードの提供はお控えください。

■コロナショックを乗り切る！ 中小企業の資金繰り術（59分）
資金繰りで、自社の現状を知る「資金繰り表」、事業を継続させるための「資金調達方法」、返済する
ための「事業計画書」の3つのポイントを学べます。

■無料集客ツールGoogle mapの活用術（47分）
スマホやタブレット、パソコンでGoogle検索したとき、真っ先に出てくるGoogleマップでの集客対策
（Googleマイビジネスの登録、活用方法）が学べます。

■テレワーク時代のスタンダード「Zoomミーティング」活 用セミナー（22分）
新型コロナウイルスの影響でビジネスチャットやWeb会議の活用が増えています。多くの企業で導入さ
れており、無料で使える「Zoomミーティング」の使い方が学べます。

■小規模事業者持続化補助金にチャレンジ！（31分）
小規模事業者持続化補助金＜一般型＞の概要、計画作成の要であるストーリー性や申請における留意点
が学べます。当補助金の申請をお考えの方は、まず当セミナーを受講してみて下さい。

以前からの契約書を継続して使用している場合は注意が必要です。取引先や顧客とのトラブル防止の

ために、これを機に、契約書の見直し、改訂をご検討してみてはいかがでしょうか。

広島安芸商工会では、弁護士による法律なんでも相談会を年2回開催しています。ビジネンスに関する

相談も、経験豊富な弁護士がご対応いたします。詳しい内容、お申込みについては同封チラシをご覧

ください。

http://hiroshima-aki.net/
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収集・蓄積されたデータを活用して、コスト削減や付加価値向上、売上アップを目指しませんか? Web会議システム
「Zoom」を利用して実施されるセミナーで、ネット環境があれば参加可能です。POSレジの販売データや顧客データの
活用方法を学んでいただけます。

■キックオフセミナー「今すぐ始めるデータ活用!」
自社の課題把握や解決のきっかけにしていただくため、データ分析・活用により、生産性向上につながった事例を紹介
します。幅広い業種の方が参考になる内容です。

開催日時 ７月１日(水) １３：３０～１７：００
準 備 物 PCまたはスマートフォン（インターネットに繋がる環境）
申込方法 広島県HPの申込フォームから申し込みしてください。
問合せ先 広島県商工労働局イノベーション推進チーム ℡：082-513-3355

キックオフセミナー後に以下のコースが開催されますので、必要に応じて受講してください。
・データ活用入門コース（全８回 7月22日～11月18日）
・データ活用実践コース（全６回 7月15日～11月4日）

詳しい内容、カリキュラム、日程等は広島県ホームページからご覧ください。

で検索

【入門コース、実践コース概要】

広島県 データ活用による生産性向上サポート

「データ活用による生産性向上サポート」キックオフセミナー
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今後の主な行事

行事 日時 場所

金融審議会（13：30） 7月8日(水)、8月5日(水) 広島安芸商工会

法律なんでも相談会（13：00～17：00） 7月21日(火) 広島安芸商工会

社会保険労務士相談会（13：00～1８：00） 8月26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

地域イベントの中止について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の地域イベントの中止が決まっています。

（7月）かいた七夕さん （8月）潮の香まつり （11月）安芸区民まつり

詳しくは同封チラシをご覧ください。

【お問い合せ・お申込み】海田町役場 魅力づくり推進課 ℡：823-9234 

海田町テイクアウト・デリバリー掲載店募集

海田町では、町内飲食店の業績改善と住民の利便性向

上を目的として、町内のテイクアウト（持ち帰り）、

デリバリー（配送）ができる飲食店をホームページに

掲載しており、掲載店舗を随時募集しています。

海田町地域経済応援クーポンの取扱店募集

海田町では、地域経済の活性化と生活支援を目的とし

て、海田町地域経済応援クーポンを全世帯へ配布され

る予定で、現在、当クーポンの取扱店舗を募集されて

います。

【海田町】コロナ関係支援での参加店舗募集について

【会員限定】チラシを折り込んで、会員事業所にアピールしませんか?

広島安芸商工会の会報にチラシを封入することができます。ご希望の方は、事前にチラシ原本をお持ちのうえ広島安

芸商工会各支所にお申込みください。

会報発行時期 偶数月の月末（年6回）

会員事業所数 856（船越167 海田442 坂185 区外62）令和2年3月末現在

必要部数 全会員へ配布の場合…900部

(予備含) 支所のみの場合…船越180部 海田460部 坂200部

持ち込み形態 A4・３つ折りサイズでお持ち込みください。

持ち込み期限 偶数月の20日まで

折込費用 1枚あたり5円（実際に折り込んだ部数分を請求させていただきます）

http://hiroshima-aki.net/

