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広島安芸商工会 会報

■経営に関する個別相談会（9：00～17：00） 7月以降も継続して実施予定です。

【日にち・場所】 本所（海田）：５月１０日(月)・６月７日（月）
坂支所 ：５月２７日(木)・６月２４日（木）

【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）

■補助金・各種給付金の申請サポート 7月以降も継続して実施予定です。

【日にち】毎週 月、水、金 10：00 ～ 17：00 【場所】広島安芸商工会 本所（海田）
※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。

そろそろ事業承継の準備をはじめてみませんか?

『事業承継個別相談会』の開催について
事業承継を進めたいけど、「何をすればよいのかわからない」「株式や事業用資産はどう移せばよいのだろ

うか」「税金はどうなるのだろうか」などの悩みがあり、なかなか一歩を踏み出せずにいませんか？ 中小

企業庁調べでは、株式譲渡や後継者の育成期間を含めれば、事業承継には５年～１０年を要しています。ま

た、後継者不在の場合は事業譲渡を検討する必要もあります。

相談会では、“親族内承継”“従業員等社内承継”“第三者(社外)承継”のすべてにおいて、皆さまの事業

承継に係る不安や悩みの解決に向けたお手伝いをいたします。

当日は、マスクの着用・アルコール消毒にご協力願います。

日時：令和３年６月１０日（火）
①13：00～ ②14：30～ ③16：00～

場所：広島安芸商工会 本所
安芸郡海田町南つくも町5-15 TEL（082）822-3728

形式：1社あたり約80分の個別相談

対応：広島県事業承継・引継ぎ支援センター

第13回 通常総代会の開催について

【日時】令和3年5月18日(火) 18：00～ 【場所】サンピア・アキ 4階

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、人数を制限して開催いたします。総代以外の方で参加
ご希望の場合、事前にご相談ください。なお、今回は懇親会は行いません。

＜広島県事業承継・引継ぎ支援センター＞

事業承継に悩む中小企業をサポートするた
めに設立された公的な機関です。

事業承継(親族内・第三者)、M&Aマッチン
グ支援、事業承継計画策定、事業承継診断、
経営者保証解除などのご相談が可能です。

＜お申込み＞ 会報同封のチラシにご記入のうえ、FAXにてお申込みください。

①事業所名 ②参加者氏名 ③電話番号 ④FAX番号 を、℡またはFAXにてお送りください。

広島安芸商工会（本所） TEL：082-822-3728 FAX：082-822-0924

協力：広島県事業承継・引継ぎ支援センター
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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。自社の強みを活かし、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する必

要があります。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、今回の申請に関するご相談は5月10日(月)までにお願いします。

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）
・ホームページの開設、改修 ・ネットショップ開設
・商談会、展示会等への出展 ・新商品開発
・商品、サービスアピール看板の作成 など

審査項目や加点等については、公募要領を確認してください。

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。

ホームページ
開設・改修

ネットショップ
開設

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

広島安芸商工会のホームページから、WEBセミナーにアクセスしていただくと、小規模事業者持続化補助
金申請に関するセミナーを動画で確認できます。申請をお考えの方はWEBセミナーでポイントを押さえる
ことから始めましょう。

店舗改修
チラシ・パンフ

製作・配布

「コロナ特別対応型」から新たに「低感染ビジネスリスク型」に再編されました。低感染ビジネスリスク

型は、新型コロナ感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏ま

えた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組みを支援するためのものです。

【申請はオンラインのみ】

申請は電子申請システム（jGrants）でのみ受け付けます。当補助金の申請に限り、暫定IDの取得により早

期の申請が可能です。なお、jGrantsでの申請は、申請者自身が入力する必要があります。

【申請サポートについて（会員限定）】

広島安芸商工会では、第2回締切に向けた申請書（補助事業計画書）の作成をサポートします。

ご希望の場合、各支所の経営指導員にご相談ください。

小規模事業者持続化補助金（一般型）

小規模事業者持続化補助金（低感染ビジネスリスク型）

補助上限：100万円 補助率：４分の３

締切：【第1回】令和3年5月12日(水) 【第2回】令和3年7月7日(水) （計6回）

申請書作成のポイントを動画で確認できます!!

■小規模事業者持続化補助金セミナー ～経営計画・補助事業計画作成のポイント～（69分）
小規模事業者の新たなビジネスやサービスを支援する持続化補助金。このセミナーでは、令和3年度小規模事
業者持続化補助金に申請を検討している事業者に対して、補助金の概要や申請書作成のポイントを説明します。
※新しく創設される低感染リスク型ビジネス枠にも対応（収録：令和3年4月1日武蔵野商工会議所）
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令和3年度 ものづくり・商業・サービス補助金

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。

＜一般型・通常枠の場合の補助金内容＞

以下の要件を満たす事業計画（３～５年）を策定・実施する中小企業等が応募できます。

①付加価値額 ＋3 ％以上／年 ②給与支給総額 ＋1.5 ％以上／年 ③事業場内最低賃金 最低賃金＋30 円

＜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

次回締切： 令和3年5月13日（木） 17：00

ものづくり補助金 検索

ＩＴ導入補助金について

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールの導入を支援する補助
金です。ITベンダーを通じて申請します。※ITツールとはパッケージソフトの本体費用、クラウドサービス
の導入・初期費用等のことです。

＜IT導入で解決できる課題例＞

・生産性向上 ・社内コミュニケーション円滑化 ・経理業務効率化 ・顧客情報管理、販促への活用 など

当補助金はITベンダーを通じて申請、実施するものです。くわしくはIT導入補助金サイトをご確認ください。

事業再構築補助金について
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）

◆第1回締切 令和3年4月30日（金） （次回は6月下旬または7月締切の見込みです）

公募要領に記載されている審査項目については、申請書にもれなく盛り込んでください。

事業再構築補助金 経済産業省 検索

IT導入補助金 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

緊急事態宣言の影響緩和に係る
一時支援金
【対象】飲食店・旅行関連事業者等

【申請期限】5月31日
【給付上限】個人事業者 30万円

中小法人等 60万円

【要件】2021年1月の緊急事態宣言に伴う飲食店への時短営業や、不要不急

の外出移動の自粛により、令和3年1月～3月のうちの1カ月の売上が

前年同月比50％以上減少している等。旅行関連事業者（飲食店、旅

行業者、個人タクシー など）で、広島市近郊地域の事業者につい

ては、対象になる可能性があります。

【お問い合せ】一時支援金事務局 TEL：0120-211-240

坂町
頑張る中小事業者応援事業支援金
【申請期限】6月30日
【支給額】1事業者あたり30万円
【お問い合せ】坂町 産業建設課

TEL：820-1512

【対象】令和2年12月～令和3年2月のいずれかの月の売上が対前年同月比

30％以上減少している坂町内の以下の業種の中小事業者

・運輸業、郵便業 ・卸売業、小売業 ・生活関連サービス業、娯楽業

広島県の「感染拡大防止協力支援金」、「頑張る飲食店応援金」、

「頑張る飲食店納入事業者応援金」の給付を受けていないこと

広島市観光関連事業者応援金
【申請期限】5月31日
【支援額】1事業者あたり30万円

【対象】広島市の中小観光関連事業者（）

【要件】令和2年12月～令和3年2月の1カ月の売上が対前年比30％以上減少

広島県の「感染拡大防止協力支援金」、「頑張る飲食店応援金」、

「頑張る飲食店納入事業者応援金」の給付を受けていないこと

【お問い合せ】広島市観光関連事業者応援事務局 ℡：082-512-1405

休
業
手
当
を
も
ら
う

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金 【要件】最近1カ月の生産量、売上高等が前年同月⽐で5％以上減少

【助成額】平均賃金額×支給率×休業日数（上限 13,500円/日）

【支給率】中小企業 9/10

上記は現時点での5・6月に関する見込みであり、今後の新型コロナウイル

ス感染症に係る状況により変更される場合がございます。

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

【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 1.26%

【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

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％

社会保険労務士の書類作成経費を最
大10万円補助（R3.8月末まで延長）

助成額・支給率が引下げとなります

社会保険労務士による相談窓口…事業者の相談が無料で受けられます（4月から℡番号が変わりました）
【場所】県庁東館3階 【 ℡ 】0120-570-207 【時間】10：00～13：00 14：00～16：00（平日のみ）

NEW!!

NEW!!

・広島県制度融資の利子補給については、令和3年3月31日をもって受付を終了しました。

・日本政策金融公庫、商工中金等の特別利子補給は、2021年12月31日まで実施されます。

NEW!!
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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6月30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6月30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）

経営難からの立て直しをお考えの皆様へ

広島県商工会連合会の 『経営安定特別相談室』 にご相談ください。
連鎖倒産の危機や、資金繰りの目途が立たないなどの理由により経営難に直面している中小企業の方は、経営立て直

しのための相談を無料で受けることができます。

【支援内容】

全国の主要な商工会議所または都道府県商工会連合会に設けられている「経営安定特別相談室」（以下、相談

室）相談に応じています。相談室では、経済や中小企業の実情に詳しい中小企業診断士、弁護士、公認会計士、

税理士などの専門家が下の（１）から（５）にあるような相談に応じ、問題の解決を支援します。

(１)経営・財務内容の把握と分析 (２)手形処理、事業転換などの指導 (３)債権者などの関係者への協力要請

(４)受注あっせん (５)民事再生法など倒産関係法律の手続きに関する助言等

この相談を受けるための費用は無料です。経営難などの問題が深刻化する前の来室をお薦めします。

広島県商工会連合会 ０８２―２４７―０２２１
平日9：00 ～17：00（12：00 ～ 13：00を除く）

お申込みは商工会まで

申請期限が延長されました

経営安定特別相談室 検索

【対象となる方】

・さまざまな理由により経営に不安のある方や、経営難を打開し、その立て直しを図りたい方

・民事再生法などの倒産関係法律を活用したい方 など

申請期限が延長されました
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コロナ禍のいま、おすすめの『オンラインセミナー』をご紹介します。

オンラインセミナーを快適に受講するために環境（機材）を整えましょう。

一人で受講する場合、マイク・カメラ・スピーカー搭載のパソコンがベストです。スマートフォンやタブレットでも
受講できますが、映し出される資料が見えづらいことがあるため、より大きい画面のものがお薦めです。

複数名で受講する場合、大画面テレビやプロジェクターを使い、広めの部屋を確保するのが良いでしょう。その際、
音声が聞き取りづらいと理解度にも影響しますので、専用スピーカーを準備することをお薦めします。

ウェブカメラ、スピーカーは数千円から購入できますが、複数名でのセミナー受講や会議、商談でも使用できる性能が
あると活用機会が増えます。以下のサイトをご参考に検討してみてはいかがでしょうか。

１．『今、経営者が注目する「働きがい」向上の取り組み』

広島県や広島県商工会連合会等が主催するオンラインセミナーです。広島県が考える、これからの働き方改革は、

「働きやすさ」と「働きがい」の両方の取り組みを進め、経営メリットを実現することです。従業員が求める状態

「組織で働く価値を感じながら意欲的に仕事に取り組むことができる」「個々の状況に合わせて自分らしく働くこ

とができる」を実現することで、企業の発展につながる好循環をつくるためのヒントとなるセミナーです。

詳しくは同封チラシをご覧ください。

オンラインセミナーはインターネットを経由して参加することができる

セミナーです。参加者の感染リスクを考える必要がないことから、さま

ざまなセミナーが開催されています。

コロナ禍で集合形式での研修・セミナーへの参加が難しい今、広島安芸

商工会お薦めのオンラインセミナーをご紹介します。

２．『ＩＴリテラシー養成講座 セキュリティ初級編・中級編』

ICTを活用したテレワーク等を導入するにあたって、知っておくべきセキュリティ対策についての考え方が学べる
セミナーです。経営者、管理者等の受講をお勧めします。

受講方式：オンライン（Cisco Webexによる） 講師：NPO法人ITコーディネータ広島 理事長 児玉学氏

【お申込み】
ヒントひろしま「令和３年度ICT活用・テレワークセミナー」のサイトからお申込みください。

＜初級編＞

日 時：令和３年５月１８日（火）１３：００～１５：３０

テーマ：新しい働き方における『セキュリティで押さえておくべきポイント』とは？

○必要な安全環境整備（セキュリティ３本柱，主なツールのセキュリティ対策，立場別セキュリティ対策）

○事例と対策（主なトラブル要因，動画で理解する最新対策）

＜中級編＞

日 時：令和３年６月１５日（火）１３：００～１５：３０

テーマ：新しい働き方で未来を拓くための『セキュリティ上乗り越えるべき壁』とは？

○withコロナ時代の注意事項（境界セキュリティからエンドポイントセキュリティへ）

○情報セキュリティマネジメント体制の構築（リスクマネジメント，情報を資産として管理する体制づくり）

ヒントひろしま ITリテラシー養成講座 検索

アイオーデータ Web会議を快適化 検索
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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。

■困難を乗り越える 非常事態時のリーダーシップ（１）講演編〜東日本大震災から10年〜（53分）
2011年、東日本大震災で大きな被害を受けましたが、困難を乗り越え、今日を迎えています。2020年初めより、
新型コロナウイルス感染症により、またしても多くの問題や不安と対峙しています。全村避難をした飯舘村の前
村長が、困難を乗り越えるためのヒントや、前を向く姿勢を貫いた取り組みについてお話いたします。

■今、求められる「五方よし」の経営と“人財育成”！（前編）〜“新経営手法”！ホスピタリティ（お
もてなし）を企業経営に活かす！〜（25分）
現在、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に役立つ人財育成のヒントをお話いたします。

■小規模事業者持続化補助金セミナー ～経営計画・補助事業計画作成のポイント～（69分）
小規模事業者の新たなビジネスやサービスを支援する持続化補助金。このセミナーでは、令和3年度小規模事業者
持続化補助金に申請を検討している事業者に対して、補助金の概要や申請書作成のポイントを説明します。 ※
新しく創設される低感染リスク型ビジネス枠にも対応（収録：令和3年4月1日武蔵野商工会議所）

■コロナ禍で求められる労務の備え〜今から会社が備え、対応すべきこと〜（103分）
コロナ禍で社員がウイルスに感染するリスクと隣り合わせの中、会社が備えておくべきことは何か。在宅勤務で
の社内ルールや、休業する場合に従業員に知らせておきたい労務知識をご説明いたします。

「災害に強い広島県」の実現を目指し，県民の皆様や自主防災組織などの地域で活動されている皆様が，災害から命を

守ることができるために適切な行動ができるよう県民，自主防災組織，事業者，行政などが一体となって，「災害死ゼ

ロ」を目標に取り組む運動です。令和3年4月からリニューアルし，新しくなった第2期では，避難につながる取組を重

点に，「マイ・タイムライン」 の普及促進をはじめ，様々な新しい取組を計画 しています。いざという時に，確実に

避難ができるように，日ごろからしっかりと災害に備えておきましょう。

第2期行動計画における新たな視点
①豪雨災害に関する正しい知識の習得 ②避難の実行可能性を高めるための避難所の再考 ③「他者の力」の利用

④リアルタイムな情報収集・発信 ⑤複合災害に関する正しい知識の習得 ⑥地震に備えた防災行動の促進

■お問い合わせ
広島県危機管理監 みんなで減災推進課

Tel：082-513-2781 E-mail：kikigensai@pref.hiroshima.lg.jp
減災 はじめの一歩 検索

ID：***** パスワード：*****

【台風・長雨・豪雨に備える】ひろしまマイ・タイムラインを作成しよう

風水害が発生する前に、避難に備えた行動を一人ひとりが予め決めたものが，マイ・タイムラインです。一人ひ

とりが，職場で，それぞれのマイ・タイムラインを作りましょう！このマイ・タイムラインの作成を通じて，

しっかり準備を進めて，風水害に備えましょう。特設サイトでは，広島県で起こりやすい風水害や，マイ・タイ

ムラインの作り方などを，図や動画なども加えながら，分かりやすく紹介しています。

まずは「周囲の災害危険個所等を知ること」から始めましょう。

雨の多い時期になる前に早めの準備が効果的!

広島県 「みんなで減災」県民総ぐるみ運動について

事業継続力強化支援

http://hiroshima-aki.net/
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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

女性部 第13回通常総会（18：00） 4月28日(水) 織田幹雄スクエア

青年部 第13回定時総会（19：00） 5月13日(木) 安芸区民文化センター

第13回通常総代会（18：00） 5月18日(火) サンピア・アキ

金融審議会（13：30） 5月12日(水)・6月16日(水) 広島安芸商工会

中小企業診断士 個別相談会（9：00） ①5月10日(月)・6月7日(月)

②5月27日(木) 6月24日(木)

①広島安芸商工会(海田)

②広島安芸商工会(坂支所)

事業承継個別相談会（13：00） 6月10日(木) 広島安芸商工会

理事会（13：30） 6月25日(金) サンピア・アキ

全国連 森義久会長による梶山経済産業大臣への経済対策要望について

参考：月刊SHOKOKAI 4月号

令和3年3月4日、全国商工会連合会の森義久会長は経済産業省を訪問し、梶山経済産業大臣に対して、コロナ禍から

の経済回復に向けた中小・小規模事業者への支援策を要望しました。緊急事態宣言の影響により、事業者の経営はも

とより、地域経済が破綻の危機に直面している現状を打破するために、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を

図りつつ、一刻も早い経済活動の再開に向けて、消費喚起策の実施や、ECサイトを活用した販路開拓などの大型の経

済対策を講じるよう求めました。また、佐藤自民党経済産業部会長、木原自民党中小企業・小規模企業政策調査会事

務局長にも、同様の要望を行いました。要望内容は以下のとおりです。

1．新たな日常に向けた経済対策の実施

(1)需要回復・消費喚起による地域経済活性化対策の実施

中小企業・小規模事業者を対象とした地域限定買物促進事業やキャッシュレスポイント還元事業などの実施。

(2)感染が一定基準を下回る地域でのGo To トラベルの段階的再開

感染防止対策を講じつつ、地域限定かつ少人数なとのGo To トラベルを段階的に再開すること。実施に当たっ

て小規模事業者に効果がおよぶよう配慮すること。

(3)ECサイトを活用した地域賛産品の販路拡大策の実施

地域経済の活性化を目的として、ECサイトなどで割引販売する仕組みに対して補助を行うこと。また、商工

会が個々の小規模事業者の状況に応じて自社ECサイト構築とその後の販路開拓支援に対して補助すること。

(4)大都市一極集中の是正

人口の地方分散化に向けた地方移住・創業策の推進や大都市圏の本社機能などの地方移転の促進支援。

2．中小・小規模事業者の事業継続支援

(1)営業時間短縮による影響を受ける者への一時支援金の拡充

・取引先の飲食店などの立地について緊急事態宣言発令地域以外にも拡大する。

・売上減少率要件の30％への緩和。・企業規模、雇用状況等による給付金額の設定。

(2)持続化給付金・家賃支援給付金

上記給付金の再給付、売上減少要件を30％へ緩和、事業規模を考慮した支給額設定。

(3)公共料金の減免

事業に要する水道光熱費の一時的な引き下げ。

(4)商工会館の防災強化

商工会館は、災害時の避難所、被災小規模事業者の早期再建や地域経済の復旧・復興を担う拠点として必要

不可欠な施設であることから、会館の防災強化（耐震化・浸水防止・移転など）の費用を補助すること。

全国商工会連合会ニュース

http://hiroshima-aki.net/

