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■経営に関する個別相談会（3月末まで） 4月以降は個別にご相談を承ります。

開催日：３月…９日(火)・２６日(木) 9：00～17：00
専門家：中小企業診断士 渡貫 久 氏

【お申込み】各支所へお電話にてお申込みください。

専門家による個別相談会のご案内 【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）

■補助金・各種給付金の申請サポート（3月末まで） 4月以降は個別にご相談を承ります。

日にち（原則）：毎週 月、水、金 10：00 ～ 17：00
※小規模事業者持続化補助金の申請書作成もサポートします。

※詳細、お申込みは同封チラシをご覧ください。

■法律なんでも相談会

開催日：３月１８日(木) 13：00～17：00 弁護士：ひまわり法律事務所 藤岡 達麻 氏

コロナ禍でも利益を確保できる実践方法
～新しい生活様式に対応した商品開発や販売方法について～【広島県商工会連合会】

新型コロナウィルス感染拡大による影響が様々なところに出ている中でも、経営を安定させ、売り上げを確保してい

くことはこの時代を生きるために必要です。本セミナーでは、新しい生活様式に対応した商品開発・販売方法につい

て具体的な実践方法を盛り込んで詳しくお話しいただきます。

当日は、感染対策を万全にして開催いたします。ご来場の際はマスク着用・アルコール消毒にご協力願います。

日時：令和３年３月１６日（火）
第1部 13:30 ～ 15:00 広域講習会
第2部 15:10 ～ 15:30 ひろしま夢ぷらざ事業について

場所：ホテルメルパルク広島 ６階 瑞雲
広島市中区基町6-36 TEL（082）222-8501

講師：富田 英太 氏

締切：３月８日(月) 定員：３６名

任期満了に伴う理事立候補の受付について
令和３年度は理事の改選となりますので理事立候補をお受けいたします。任期は令和3年5月の総代会から3年です。

立候補は各支所にて以下の期間お受けしています。

受付期間：令和３年３月２日(火) ～ ３月８日(月) 受付場所：広島安芸商工会 各支所

＜講師プロフィール＞

1978年 大阪市生まれ。高校卒業後、リ
クルートに入社し、２４歳で独立。東証
一部上場コンサルティングファームにて、
様々な業種・業態の店舗開発・黒字化運
営に携わる。店舗売上改善、黒字化経営
のスペシャリストとして、クライアント
のセミナーを開催。大好評を得ている。

＜お申込み＞

①事業所名 ②参加者氏名 ③電話番号 ④FAX番号 を、メールまたはFAXにて以下までお送りください。

広島県商工会連合会 e-mail／keiei@hint.or.jp FAX／082-249-0565
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小規模事業者持続化補助金（一般型）を活用しましょう。

小規模事業者持続化補助金は、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

補助金です。申請書の作成については商工会がサポートしますので、各支所までご相談ください。なお、

申請書作成には日数がかかりますので、ご相談はお早目にお願いいたします。

※小規模事業者とは、常時使用する従業員が、商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）5人以下、製造業その他

（建設業、 運送業等）20人以下の事業者のことです。

補助対象例（販売促進、販路開拓等につながる取り組みが対象です）

・新たな製品の製造、新サービス提供に必要な機械導入

・店舗改装（商談スペース、ショールーム、商品レイアウト変更等）

・販促チラシ作成、配布 ・ホームページの開設、改修 ・ネットショップ開設

・顧客管理システム導入 ・商談会、展示会等への出展 ・新商品開発

・商品パッケージ作成、改修 ・商品、サービスアピール用看板の作成 など

応募方法等の詳細は、広島県商工会連合会ホームページよりご確認ください。

【低感染リスク型ビジネス枠】３月中公募開始予定

社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた中小企業等の取組を支援するため、

今後「低感染リスク型ビジネス枠」（詳細は未定）が創設される予定です。

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

広島県商工会連合会 持続化補助金 検索

補助上限：【原則】50万円 【特定創業支援等】100万円 補助率：３分の２

第５回締切：令和3年6月4日(金) 消印有効

【採択を目指すために】

最近の採択率は約30％です。採択されるために加点審査項目をしっかり押さえる必要があります。

（詳細は公募要領をご確認ください）

1.基本の加点審査項目

・自社の製品・サービスや自社の強みを適切に把握している

・経営方針、目標、プランが、自社の強みや商圏の特性を踏まえている

・計画が具体的で実現可能性が高いものになっている ・事業費の計上、積算が正確、明確である

・地道な販路開拓を目指すものとして、今後の方針や目標達成に必要かつ有効なものである

・小規模事業者ならではの創意工夫の特徴がある ・ＩＴを有効に活用する取り組みである

2.政策加点（該当する場合に加点を受けることができます）

①賃上げ（給与総額や最低賃金の一定以上の増額 等） ②事業承継（60歳以上）

③経営力向上計画の認定 ④補助金申請システム（J グランツ）での電子申請

⇒中長期ビジョンを明確にして、自社の強みを活かした、投資に見合った売上が期待できる計画をできるだけ

詳細に検討しましょう。

【ご注意ください】

採択結果が出るまでの期間が延びる傾向にあり、直近では3カ月以上かかっています。今回の応募の場合、

9月以降に実施しても良いように実施計画をご検討ください。なお、採択前に実施したものは補助金の対象に

なりませんのでお気をつけください。
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令和3年度 ものづくり・商業・サービス補助金 【3月公募開始見込み】

新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援するものです。なお、採択には「経営
革新計画」「事業継続力強化計画」等の加点取得が重要となります。

＜想定される活用例＞

・部品の内製化を図る、生産性の向上を図る、等の目的で設備投資を行う。

・新たな部品供給要請を受けて、生産ラインを新設・増強する。 など

＜参考＞ものづくり補助事業関連サイト…H24年度～H29年度の補助事業概要、成果を検索できます。

補助上限： 1,000万円
補助率 ： 通常枠 中小1/2、小規模2/3 低感染リスク型ビジネス枠2/3

ものづくり補助金 検索

補助金申請準備のための「ＧビズＩＤ」取得について

「小規模事業者持続化補助金」「事業再構築補助金」「ものづくり補助金」は、Ｊグランツ（電子申請シ
ステム）で申請受付の予定です。申請にはＧビズＩＤの発行申請が必要です。手続き完了まで３週間程度
かかりますので、補助金の申請をお考えの方は早めに手続きしましょう。

事業再構築補助金について 【3月公募開始予定】

事業再構築補助金は、コロナ禍において従来事業の継続が難しくなった中小企業等が、事業再構築を推進することを
後押しすることを目的とした補助金で、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取
組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援するものです。

◆主要申請要件

1. 申請前の直近６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前（2019年又は2020年１～3月）の

同３か月の合計売上高と比較して10％以上減少している。

2. 事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。

3. 事業再構築計画を認定経営革新等支援機関と策定する。（補助金額3,000万円超は金融機関の参加が必要）

補助事業終了後３～５年で付加価値額※の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0％)以上増加、又は従業員

一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0％)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。

※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。

◆補助額、補助率 【中小企業の場合】 通常枠： 補助額 100万円～6,000万円 補助率 3分の2
（以下のほかに、卒業枠、中堅企業を対象としたもの等があります）

◆補助対象経費の例

＜主要経費＞ 建物費（建物の建築・改修に要する経費）、建物撤去費、設備費、システム購入費

＜関連経費＞ 外注費（製品開発に要する加工、設計等）、技術導入費（知的財産権導入に係る経費）

研修費（教育訓練費等）、広告宣伝費・販売促進費（広告作成、媒体掲載、展示会出展等）

リース費、クラウドサービス費、専門家経費 ※「関連経費」には上限が設けられる予定です。

◆事業再構築の例（業態の転換、新分野展開の事例。このほかにも事業例が公開されています。）

• 居酒屋が、店舗営業を廃止してオンライン専用の弁当の宅配事業を新たに開始

（補助対象例）店舗縮小に係る建物改修の費用 ＋ 新規サービスに係る機器導入費や広告宣伝のための費用など

• 高齢者向けデイサービス事業者が事業譲渡して別企業を買収、病院向け給食、事務等の受託サービス事業を開始

（事業再構築の定義等については、今後策定される「事業再構築指針」をご参照ください）

詳細は経済産業省の事業再構築補助金ページで随時公開される情報をご確認ください。

事業再構築補助金 経済産業省 検索

ＧビズＩＤプライム 検索
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コロナ関連支援制度一覧・・・ご相談は 広島安芸商工会 各支所へ

支援制度 要件等

給
付
金
等
を
も
ら
う

頑張る飲食店応援金
【対象】店内飲食のできる飲食店等

【申請期限】令和3年3月19日

【要件】令和2年12月か令和3年1月の売上が前年同月比30％以上減少

アクリル板や座席間を1ｍ以上離す等感染防止策を実施 等

【給付額】1店舗あたり30万円

【お問い合せ】頑張る飲食店応援事務局 TEL：082-248-6850

感染症拡大防止協力支援金
【対象期間】2月21日(終了)
【申請期限】第3期：3月9日

第4期：3月23日

【対象】・広島市内に所在する屋内に常設の飲食スペースのある店舗

・第3期(1月18日～2月7日)、第4期(2月8日～2月21日)に時短または休業

【支給額】第3期 84万円 第4期：休業 38万円 時短 28万円

飲食店取引先への支援金（仮）
【支給額】30万円

3月申請開始予定

【対象】県内飲食店と直接取引のある県内中小事業者(製造・卸・サービス)

【要件】12月から2月のいずれかの売上が前年同月比30％以上減少

休
業
手
当
を
も
ら
う

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金 新型コロナの影響による会社都合での休業手当相当額が給付されます。

【要件】1カ月の売上が前年同月⽐で5％以上減少

【助成額】平均賃金額×支給率×休業日数（上限15,000円/日）

【支給率】解雇がない場合100％ 解雇を伴う場合80％

【対象期間】緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで

融
資
を
受
け
る

コロナマル経【日本公庫】
商工会各支所にお申込み下さい。
【融資限度額】1,000万円

【要件】最近1ヵ月等の売上が前3年のいずれかの同月比5％以上減

過去6ヵ月の平均売上が前3年のいずれかの同期比5％以上減 など

※直近14日以上1ヵ月未満の期間での比較も可能となりました。

【利率】1.21%（当初3年間は左記から△0.9％利下げ）

コロナ特別貸付【日本公庫】
商工会各支所にお申込み下さい。
【融資期間】運転15年 設備20年
【据置期間】5年以内

【利率】（当初3年間は△0.9％）

中小事業 1.11％ 国民事業 1.36%

【融資限度額】中小事業 6億円

国民事業 8,000万円

【利下げ限度】中⼩事業 3億円

国⺠事業 6,000万円

【要件】

• 最近1ヵ月等の売上が前3年のいずれかの同月比5％以上減

• 過去6ヵ月の平均売上が前3年のいずれかの同期比5％以上減

• 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合、売上増加に直結する設備や雇用等の

拡大している企業など、前3年同期と単純に比較できない場合等は、最近

1ヵ月間等の売上高又は過去6ヵ月の平均売上高（業歴6ヵ月未満の場合は

その期間の平均売上高）が、次のいずれかと比較して5％以上減

a 過去３ヵ月（最近1ヵ月を含む。）の平均売上高

b 令和元年12月の売上高 c 令和元年10月～12月の平均売上高

※直近14日以上1ヵ月未満の期間での比較も可能となりました。

特別利子補給制度【日本公庫】

日本公庫のコロナ関連融資が対象

【補給額】当初3年間の利子相当額

【補給限度額】中小事業 3億円

国民事業 6,000万円

【要件】次の期間において以下①②③の減少がある事業者

1カ⽉の売上と前年同月比

過去6カ月の平均売上と前3年のいずれかの同期比

※直近14日以上1カ月未満の期間での比較も可能となりました。

➀個人事業…５％以上 ②小規模法人…15％以上 ③中小法人…20％以上

セーフティネット保証４号
【申込先】民間金融機関

【要件】1カ⽉の売上⾼が前年同月⽐20％以上減少

【保証率】借⼊債務の100％

セーフティネット保証５号
【申込先】民間金融機関

【要件】1カ⽉の売上⾼が前年同月⽐5％以上減少

【保証率】借⼊債務の80％

新型コロナウイルス対応資金
【申込先】民間金融機関
中小事業者（個人事業主を含む）で，
セーフティネット保証４号・５号等
の市町長の認定を受けた事業者

【融資限度額】6,000万円

【利率】3年 0.8%～ 10年 1.2%（以下の①②は、当初3年間無利子）

➀売上高減少率が５％以上の個人事業主（小規模に限る）

②売上高減少率が１５％以上の法人等

③売上高減少率が５％以上１５％未満の法人等 ※信用保証料減額のみ

【申請期限】令和3年3月31日

社会保険労務士の書類作成経費を
最大10万円 補助（3月末まで）

期間が延長されました

融資限度額が増加しました

要件緩和

要件緩和

社会保険労務士による相談窓口…雇用調整助成金等の相談が無料で受けられます。（3月末まで）
【場所】県庁東館3階 【 ℡ 】082-513-2831 【時間】10：00～13：00 14：00～16：00（平日のみ）

NEW!!

近日開始予定

要件緩和
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支援制度 要件等

補
助
金
を
活
用
す
る

新型コロナウイルス感染症予防
対策事業補助金（広島県）
【申請期限】令和3年2月26日

県内の飲食店が、アクリル板・非接触体温計・サーキュレーターなどの感
染予防対策を目的とする設備の購入をする際、必要な経費について最大10
万円が補助されます。

【要件】「広島積極ガード店」「広島コロナお知らせQR」の登録
行政の自粛要請に従うこと等（その他にも要件あり）

【補助対象】アクリル板、非接触体温計、換気扇、サーキュレーター 等

飲食店におけるパーテーション設
置促進補助金（広島県）
【申請期限】令和3年2月26日

県内の飲食店に対して、飛沫感染予防対策を目的とするアクリル板等の
パーテーション設置に必要な経費に限定して最大10万円が補助されます。

【要件】「広島積極ガード店」「広島コロナお知らせQR」の登録
行政の自粛要請に従うこと等（その他にも要件あり）

【補助対象】アクリル板、ビニールカーテン、防護スクリーン 等

そ
の
他

新型コロナウイルス感染症対策
取組宣言店（広島県）

広島県が作成した「広島県新型コロナウイルス感染症に対する安全対策シー

ト」の取り組みに参加する事業者に、店名の掲載された「広島県コロナウイ

ルス感染症対策取組宣言店」ポスターが発行されます。

広島コロナお知らせＱＲ（広島県） QRコードを活用し、感染者と接触した可能性のあることをお知らせし、PCR

検査を受けていただくようサポートする仕組みです。

広島積極ガード店（広島県） 一定水準以上の感染予防に取り組んでいる飲食店をお知らせするため「広島

積極ガード店」という新たな仕組みです。

【要件】「Go To EAT広島」登録、または「新型コロナウイルス感染症対策

取組宣言店」の全項目チェック※（その他要件あり）

海田町テイクアウト・デリバリー
掲載店の募集（海田町）

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。

（商工会のホームページでもご案内しています）

取引先とのトラブルは『下請かけこみ寺』にご相談ください。
全国４８か所に設置された「下請かけこみ寺」では、中小企業の取引上の悩みの相談に企業間取引や下請代金法など

に詳しい相談員や弁護士が無料で相談に応じています。秘密は厳守します。大きな悩みになる前にお近くの「下請か

けこみ寺」にまずはご相談ください。

• 中小企業からの「取引に関する相談」であれば、業種を問わず相談に応じます。

• 相談内容はもちろんのこと、相談を受けたこと自体も秘密として取り扱いますので、 安心してご相談ください。

紛争の相手先への連絡も当然いたしません。匿名でも相談を行うことができます（弁護士への相談を除く）。

相談ダイヤル ０１２０―４１８―６１８
平日9：00 ～17：00（12：00 ～ 13：00を除く）

延長の見込みです

お申込みは商工会まで

延長の見込みです

下請かけこみ寺 検索

【相談事例】

・支払日を過ぎても代金を支払ってくれない ・原材料が高騰しているのに単価引き上げに応じてくれない

・「歩引き」と称して代金から一定額を差し引かれた ・長年取引していた発注元から突然取引を停止された

・発注元から棚卸し作業を手伝うよう要請された ・部品が必要なくなったと言って返品された など

総額表示（税込価格の表示）の実施について

令和3年4月1日より、事業者が消費者に対して「税込価格」の表示が必要になります。

お店の値札やＰＯＰ、広告、ホームページでの価格表示などは税込み価格の表示が必要ですので、早

めにご準備いただけますようお願いいたします。詳しい内容は同封チラシをご覧ください。
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人材確保は魅力ある職場づくりから!!

厚生労働省 『働き方改革 特設サイト』 をご利用ください

◆働き方改革とは◆

働き方改革は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにするための改革です。

職場環境の改善など「魅力ある職場づくり」は人手不足解消につながります。人手不足の影響を受けやすい中小企業・

小規模事業者においては、生産性向上に加え「働き方改革」により、意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくること

が不可欠です。改革に取り組むに当たっては、「意識の共有がされやすい」など、中小企業・小規模事業者だからこそ

の強みもあります。「魅力ある職場づくり」→「人材の確保」→「業績の向上」→「利益増」の好循環をつくるため、

「働き方改革」を進めてより魅力ある職場をつくりましょう！

＜参考＞近年施行した（施行する）中小企業に関係する働き方改革関連法

労働時間や休暇取得状況をしっかり管理しましょう。違反した場合、懲役刑や罰金刑が課されます。

適用開始時期 内容

2019年4月 年間10日以上の有給休暇を付与する従業員には、年5日以上を取得させる必要があります。

2020年4月 原則として、月45時間、年間360時間を超える時間外労働が禁止されました。

2020年4月
同一労働同一が始まり、職務内容が同じ場合、正社員と非正規社員の賃金や待遇に不合理な格
差をつけることが禁止されました。

2023年4月 月60時間以上の時間外労働の割増率が50％以上になります。

人材確保を行う・ミスマッチを防ぐ（コストをかけずにできること）

①ハローワークの求人票を工夫する
興味を持ってもらえるように求人票を工夫しましょう。例えば「仕事内容」欄には約300文字を掲載できますので、
働く姿がイメージできるように、箇条書きではなく具体的に記載することが重要です。求職者の目に留まりやすい
だけでなく、ミスマッチを防ぐ効果も期待できます。

イメージできることが重要です。

②自社ホームページ、SNSで仕事内容を紹介する
採用を意識したページを準備しましょう。働く姿がイメージできるように従業員目線であることが重要です。
社長のメッセージや従業員の声を掲載して、働き甲斐を大切にする人材にアピールしましまょう。
採用ページを無料で作成できるサイトもあります…リクルートのジョブオプLite エンジャパンのエンゲージ など

『働き方改革 特設サイト』のご利用方法

①支援のご案内

「働き⽅改⾰」を進めるためのヒントが掲載されています。中小企業に関係する働き方改革関連法をわかりやすく

解説した動画が多数掲載されており、関連資料のダウンロードも可能です。関連する助成金も案内されています。

また、働き方改革支援推進センターへの無料相談も可能です。

②中小企業も働き方改革 ～成功の秘訣はやわかりガイド～

「働き⽅改⾰」と⾔っても、 何をどうすれば良いのか悩まれている経営者の方も多いのではないでしょうか。厚生

労働省の特設サイト「中小企業も働き方改革」では、実際に働き⽅改⾰に取り組んだ結果、従業員のモチベーショ

ンが上がり、業績も上がった会社の事例が紹介されています。人材流出を防ぐため、また新たな人材を確保するた

めにも、御社の取り組みの参考にしてください。

＜ポイント＞
・全国約70社の具体的な取り組みを、テーマ、業種、従業員数から検索できます。
・小規模事業者向け(従業員数30人未満の会社)の事例も多数掲載されています。
・社長や従業員へのインタビュー等から具体的な取り組み内容や効果がわかります。

福祉（介護、医療、保育）、建設、警備、運輸等は「ハローワーク人材確保対策コーナー」を利用できます。求人
票の書き方や求人内容の見直しの検討、関連資格や経験を持つ求職者に対して求人情報を直接提供する等の支援を
受けることができます。【ハローワーク人材確保対策コーナー(ハローワーク広島東) ℡：082-262-8300 】
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コロナ禍のいま! おすすめのWEBセミナー【会員限定】 常時500タイトル以上

＜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・パスワードのご提供はお控えください。

■新しい時代を切り開く！ 〜上杉鷹山に学ぶ危機突破力（36分）
日本は過去に何度も危機に直面したが、ピンチをチャンスに変え、新しい時代を切り開いてきました。江戸時代
のきっての名君、上杉鷹山の思想「三助」や出羽国米沢藩の経済危機克服、藩政改革の核心に迫ります。

■コロナ禍を乗り越えろ!! 観光産業、生き残るための“強い経営”のヒント!?（前編）（41分）
新型コロナウイルス感染症の拡大や自然災害などによって、観光産業はかつてない経営危機に直面しています。
厳しい経営環境の下で、withコロナ時代を生き抜く、リスクに備えた「強い経営」が求められています。本セミ
ナーでは、激変する時代に挑戦する観光産業のリーダーに経営のヒントをお話いたします。

■コロナ後の日本経済の行方（88分）
コロナ禍の今は「１００年に一度の転換点」と言えます。コロナ禍、そしてアフターコロナに向けて、強い企業
となり生き残っていくためには何が必要なのか？ 多数の企業取材の実績を持ち、テレビ番組や経済誌等で実例
を交えた分かりやすい解説が好評の経済ジャーナリスト・内田裕子氏がお伝えします。

■コロナ禍でも生産性向上〜働き方改革の進め方〜（29分）
群馬県桐生市・みどり市・前橋市を中心に、リハビリに力を入れた訪問看護やデイサービス・通所介護などの介
護保険事業を行っている有限会社COCO-LO。女性が活躍する職場のしくみがうまく回りはじめ、創業5年後から
数々の賞を受けています。経営者、雅樂川陽子氏に、苦労やコロナ禍での対応、将来について伺います。

『ジェグテック』で新たな取引先を開拓してみませんか?
ジェグテックは、日本の中小企業と国内大手企業・海外企業をつなぐビジネスマッチングサイトです。国内外の企業へ

情報を発信し、最適なビジネスパートナーを見つけ、製品開発や新規取引に結びつけられるように登録企業を支援しま

す。自社製品や技術情報のプロモーション、ニーズに合わせた法人情報の検索のほか、登録企業同士であれば直接の情

報交換やマッチングも可能です。さらに中小機構のコーディネーターによるマッチングサポートも実施しています。

■ジェグテック登録で利用できる４つのサービス（すべて無料で利用可能）
➀企業検索・製品検索…業種、分野、地域など検索範囲を絞って登録企業を検索できます。

②自社アピール…自社専用ページで、製品・技術・サービス等を国内外に発信できます。

③ニーズ検索…大手・中堅・中小・海外企業のニーズを確認、商談することができます。

➃トピックス…登録企業同士で最新情報の告知やアイデアの交換ができます。

■お問い合わせ
(独)中小企業基盤整備機構 中国本部 企業支援課 ジェグテック担当

℡：082-502-6558 E-mail：keiei-chugoku@smrj.go.jp

中小企業基盤整備機構運営のビジネスマッチングサイト

ジェグテック 検索

1.「マッチング成功事例」を見てみましょう。
「中小企業×大手企業」「中小企業×中小企業」「中小企業×海外企業」などマッチングを成功させた企業の具

体的事例を見ることができます。マッチング成功事例を紹介した動画もあります。

2.「オンライン説明会」に参加してみましょう。（所要時間：約1時間）

ジェグテックの特徴やメイン機能、過去の成功事例などを、オンラインセミナー形式で確認できます。

3.「新着ニーズ」を確認してみましょう。
1週間に20件以上の新着ニーズが発信されています。主に製造業ですが商業系もあります。

ID：＊＊＊＊パスワード：＊＊＊＊

http://hiroshima-aki.net/


8

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

今後の主な行事

行事 日時 場所

理事立候補受付期間 3月2日(火)～8日(月) 広島安芸商工会

金融審議会（13：30） 3月17日(水)・4月14日(水) 広島安芸商工会

中小企業診断士 個別相談会（9：00） 3月9日(火)・25日(木) 広島安芸商工会

法律なんでも相談会（13：00） 3月18日(木) 広島安芸商工会

理事会（13：30） 3月26日(金) サンピア・アキ

海田町の郷土料理『海田さつま』

『海田さつまの素』 が完成、販売を開始しました。

「海田さつま」は、その時期に捕れる魚を焼き、身と骨に分け、骨で出汁を取り、身は焼いた味噌とすり鉢でゴマと

一緒に摺り、出汁でのばし、こんにゃくやネギと和えご飯にかけて食べる海田町に江戸時代から伝わる郷土料理です 。

地元で古くから食されている海田さつまですが、調理に手間がかかるため近年では作る家庭が減っていました。

この商品化に合わせて、 海田町で「海田さつまの素」を活用したメニューを

提供していただける飲食店を募集し、 2月18日(木)にサンピアアキにて説明

会を開催しました。説明会では「伝統のさつま」と「現代風さつま」の２品

を作ってお集まりいただいた地元飲食店の皆様に試食していただき、「魚の

風味がしっかりしていて美味しい」「和え物などアレンジもできる」と高い

評価を得ました。

広島安芸商工会では、今後も海田さつまを地域の特産品として広く知っていた

だけるよう活動を続けて参ります。海田さつまを提供する海田町内の飲食店も

随時募集していますので、ご興味のある方は広島安芸商工会海田支所までご連

絡をお願いいたします。

このことを知った海田高校家政科の生徒が、海田さつまを残し伝えていきたい

という思いで、5年前から研究を続けてきました。（平成28年の海田町制60周

年「特産品コンテスト」では、さつまのアレンジレシピが優秀賞と特別賞を受

賞しています）

長年の取り組みの成果を生かして、簡単に食べられる「海田さつまの素」の作

成を㈱ますやみそに2年前に依頼し、当会や海田さつまの会の協力により、こ

の度の商品化に至りました。

今年度の「坂町ようようまつり」「キッズ起業家育成塾」は、新型コロナウイルス感染防止のため中止となりました。

海田さつまの素は、2月18日(木)からマックスバリュ海田店で販売が開始され、

今後はひろしま夢ぷらさや、フジ、エブリイ、イズミなど近隣のスーパーで

も販売される予定です。

「海田さつまの素」パッケージ

説明会での様子

海田町特産品事業

2月23日の「RCC イマなま」で海田さつまが紹介されました。

その時の様子は、RCCの動画配信サービス「RCC PLAY」で、

3月2日の午後3時40分までご覧いただけます。

海田さつまの作り方

（海田町ＨＰ）

http://hiroshima-aki.net/

