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広島安芸商工会 会報

専門家による個別相談会のご案内 【会員限定・相談無料】

事業計画策定や補助金申請などのご相談にご利用ください。

■補助金・各種給付金の申請サポート（10：00～17：00）

【日にち】毎週 月、水、金 【場所】広島安芸商工会 本所（海田）

※持続化、事業再構築、ものづくり等の補助金など、また、コロナ関連の支援金の申請もサポートします。

■経営に関する個別相談会（9：00～17：00）

【日にち・場所】 本所（海田）：5月9日(月) 6月13日（月） 坂支所：5月26日(木) 6月23日（木）

【専門家】 中小企業診断士 渡貫 久 氏

完全予約制：お申込みは各支所へご連絡ください。

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』を開催します。（令和4年度第1回）

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。

日時：令和4年 ６月１4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14回 通常総代会の開催について

【日時】 令和4年5月24日(火) 18：00～ 【場所】 サンピア・アキ 4階

今年度の総代会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人数を制限して開催する予定です。そのため、ご出席は

総代に限らせていただきますのでご了承ください。

＜広島県事業承継・引継ぎ支援センターとは＞

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

できます。

＜お申込み＞ 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にてお知らせください。

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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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

事業復活支援金（国）

【対象期間】

2021年11月～2022年3月

【給付上限】 中小法人等 250万円

個人事業者 50万円

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、

フリーランスを含む個人事業者に対して、地域・業種を限定しない形で、事業規

模にて給付されます。

頑張る中小事業者月次支援金

【給付上限】 中小法人等 60万円

個人事業者 30万円

【申請期限】 3月分 5月31日

【要件】国の緊急事態措置やまん延防止等重点措置、県の集中対策に伴う、飲食

店の休業・時短営業，外出自粛等の影響により、売上が減少した県内の中小事業

者の皆様を、幅広く支援するためのものです。広島県感染症拡大防止協力支援

金の対象とならない飲食店も申請可能です。

【お問い合せ】 頑張る中小事業者月次支援金センター 082-248-6853

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、売上高等が前年又は前々年同月⽐5％以上減少

【助成額】平均賃金×支給率×休業日数（上限11,000円/日）

【支給率】中小企業 9/10（解雇等しない場合）

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が実施された期間や業況等により、最大

10/10の特例が適用される場合があります。詳しくは、広島労働局コールセン

ターにお問い合わせください。

広島労働局コールセンター

0120-60-3999 【時間】9：00～21：00 （土日祝含む）

R4.6月末まで

売上高減少率 個人

法人

年間売上高
1億円以下

年間売上高
1億円超～5億円

年間売上高
5億円超

▲30～50％ 30万円 60万円 90万円 150万円

▲50％以上 50万円 100万円 150万円 250万円

広島県感染症拡大防止協力支援金（7期・8期・9期）は、その対象期間の月の売上に加えて計算する必要があります。
⇒ 第7期分は1月、8期は2月、9期は2月と3月に分けて売上に加えて計算してください。

詳細は事業復活
支援金サイトを
ご確認ください。

⇒

３か月平均の売上30％以上減で
支給率10/10 助成上限15,000円

売上減少率 中小法人 個人事業者

30％以上～50％未満 上限８万円／月 上限４万円／月

50％以上 上限20万円／月 上限10万円／月

雇用調整助成金の
申請について動画
でチェック!!
（広島労働局）

⇒

国内外とのビジネスマッチングサイト

J-GoodTechで販路開拓しましょう!!

情報を発信し、最適なビジネス

パートナーを見つけ取引に結びつ

けられるように登録企業を支援し

ます。

国内21,000社、大手パートナー

680社が登録しています。

まずは登録から!!
ジェグテック

サイト

ジェグテックは、中小機構が運営している、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
採用ホームページを1０分で作成。

求人掲載から採用管理まで０円で

カンタンに求人募集ができる採用

管理サービス。

【お問い合わせ】

担当者に取り次ぎますので、まずは

商工会にご相談ください。

より良い人材確保のための第一歩

提供：株式会社リクルート

採用ページ
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支援制度 要件等

融
資
を
受
け
る

コロナマル経【日本公庫】

【融資限度額】

通常枠＋特別枠1,000万円

【要件】最近1ヵ月間の売上が前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】1.23%（当初3年間は左記から△0.9％利下げ）

【据置期間】 運転資金3年以内 設備資金 4年以内（延長されました）

コロナ特別貸付【日本公庫】

【融資期間】運転20年 設備20年

【据置期間】5年以内

【利率】(当初3年間は以下から△0.9％)

中小事業 1.08％ 国民事業 1.23%

【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 など

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】次の期間のいずれかにおいて以下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 など

➀個人事業…要件なし 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％

そ
の
他

広島積極ガード店

広島積極ガード店ゴールド認証

（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の仕組み

です。現地調査により基準を満たしていると確認された店舗が認証されます。

海田町テイクアウト・デリバリー

掲載店の募集

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、デリバリー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）お申込みは海田支所まで

特別利子補給は、令和4年6月で終了です（延長されました） 。既往借入について、再度の申し込み・契約時の売上
の減少状況により、改めて3年の「利率軽減・実質無利子」が適用される可能性があります。ご相談はお早めに!!

運転資金の融資期間が15年から20年に延長されました。

【お問い合わせ】 広島積極ガード店ゴールド認証事務局 082-546-1280 （平日 9：30～17：30）

知り合いからのメールに見えても注意が必要です。

マルウェア “Ｅｍｏｔｅｔ（エモテット）”のメール攻撃にご注意ください。

エモテットはメールに添付されたファイルを開くことで感染するウィルスで、今年2月から被害が再増加しています。感染する

と、データが破壊されたり、外部に情報が漏洩したりといったリスクがあります。また、メール情報が抜き取られ、その情報を

元にさらにメールが送信さて感染が広がります。取引先や顧客にも被害が及ぶ可能性があり、自社が感染元となって損害を

与えた場合、信用が失われ、取引停止や損害賠償が必要となる可能性もあります。

＜対策・対処について＞

⚫不審な添付ファイルは開かない・・・知り合いからのメール、自分が送ったメールの返信でも注意が必要です。

⚫OSやアプリケーション、セキュリティソフトを常に最新の状態にする。

⚫感染したかもと思ったら・・・すぐシステム部署に報告する。警察庁のサイトで感染をチェックできます。

⚫損害が生じた場合に備えて・・・商工会のビジネス総合保険は情報セキュリティ被害も補償しています。

商工会員は保険料が団体割引（約20％～30％）となるためお得です。

警察庁サイト

ビジネス総合保険
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補助金

小規模事業者持続化補助金（一般型）

申請類型 補助上限額 補助率

通常枠
基本要件を満たせば申請ができます。

50万円 2/3
（賃金引上げ枠
での赤字事業
者は3/4へ引
き上げると共
に、加点による
優先採択を実
施）

特
別
枠

賃金引上げ枠
事業場内最低賃金を地域別最低賃金より＋30円以上（既に達成している場
合は、現在支給している、事業場内最低賃金より＋30円以上）とした事業者

200万円

卒業枠
常時使用する従業員を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大
する事業者

後継者支援枠
アトツギ甲子園のファイナリストになった事業者

創業枠
「特定創業支援等事業」による支援を過去３か年の間に受け、かつ、過去３か
年の間に開業した事業者（当会の週末創業塾終了者など）

インボイス枠
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間に免税事業者であっ
た事業者のうち、インボイス発行事業者に登録した事業者

100万円

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。令和４年度は賃上げや事業規模の拡大や創業や後継ぎ候補者の新たな取組、インボイス発⾏事業者

への転換といった環境変化に関する取組みについても対象となります。

採択には、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具体的にした申

請書を作成する必要があります。申請書の作成については各支所までご相談ください。

＜ご注意ください＞

第8回公募から、ウェブサイト関連費（ホームページ、EC、ウェブ広告など）は、補助金額の

4分の1が上限となりました。また、ウェブサイト関連費のみの申請はできなくなりました。

広島県商工会連合会

持続化補助金ページ

小規模事業者持続化補助金申請のポイントが、YouTube「中小機構公式チャンネル」で確認できます。

【申請準備】 計画書作成のポイントを動画で確認してみましょう。

＜確認方法＞

中小機構公式チャンネル内の「 検索」から「持続化補助金」で検索してください。

「小規模事業者持続化補助金 HP/EC申請書作成のポイント3つ（概要編・詳細編1～3）」

がおススメです。 採択に向けて、またより成果をあげる事業実施に向けて押さえておき

たいポイントが分かりやすく説明されています。 中小機構
公式チャンネル

【第8回締切】 令和4年6月3日 【第9回締切】令和4年9月中旬
申請書作成を商工会にご相談される方は、遅くとも締切の1か月前までにお問い合わせください。

＜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 ホームページ
開設・改修

ネットショップ
開設

店舗改修 チラシ・パンフ

製作・配布
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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、新分野展開、業態転換、事

業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築への挑戦を支援するもの

です。第6回から「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策を踏まえた見直し・拡充が図られました。

【第6回公募締切】 令和4年6月30日 （年内にあと2回程度の公募予定）

必

須

申

請

要

件

1. 2020年4月以降の連続する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％以上減少していること。

※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能です。
2020年4月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計付加価値額が、コロナ以前の
同３か月の合計付加価値額と比較して15％以上減少していること。

２． 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む。

３． 補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加、従業員一人当たり
付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加の達成。

申請類型・申請要件 補助金額 (※1) 補助率

最低賃金枠
（必須申請要件 ＋ ①2020年10月から2021年6月までの間で、3
か月以上最低賃金＋30円以内で雇用している従業員が全従業員数の
10%以上いる かつ ②2020年4月以降のいずれかの月の売上高
が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること）
なお、売上高の減少に代えて付加価値額の45％の減少でも可。

従業員数
５人以下 ：100万円～500万円
６～20人 ：100万円～1,000万円
21人以上 ：100万円～1,500万円

中小3/4
中堅2/3

回復・再生応援枠
（必須申請要件 ＋ ①2021年10月以降のいずれかの月の売上高が
2019年又は2020年同月比で30％以上減少している ②中小企業
活性化協議会等から支援を受け再生計画等を策定していること）

通常枠
（必須申請要件を満たしていること）

従業員数 補助上限額
20人以下 ：100万円～2,000万円
21～50人 ：100万円～4,000万円
51～100人 ：100万円～6,000万円
101人以上 ：100万円～8,000万円

中小2/3
中堅1/2
(※)

大規模賃金引上枠
（従業員が101人の企業で、補助事業実施期間の終了時点を含む事業年
度から3～5年の事業計画期間終了までの間、①事業場内最低賃金を
年額45円以上の水準で引き上げる かつ ②従業員数を年率平均
1.5%以上（初年度は1.0%以上）増員させること）

1億円

グリーン成長枠 売上高10％減少要件なし。
（グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する
取組に該当し、その取組について2年以上の研究開発・技術開発又は従業
員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと ほか）

中小1億円
中堅1.5億円

中小1/2
中堅1/3

（※） 6,000万円超は1/2（中小のみ）、 4,000万円超は1/3（中堅のみ）

事業再構築補助金

＜第6回からの主な変更点＞

⚫ 事業再構築で新たに取り組む事業の売上高が、総売上高の10％以上となる事業計画を策定することを求めて

いる要件（新事業売上高10％要件）について、付加価値額の15%以上でも認められることとなりました。

⚫ 「建物費」については、原則、改修の場合に限ることとなりました。なお、新築についてはその必要性が認められ

る場合には対象となる可能性があります。

⚫ 事前着手の対象期間が、2021年12月20日以降となりました。

＜申請類型・補助金額・補助率＞
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中小企業、小規模事業者が、業務効率化やＤＸのために導入するＩＴツール等が対象となります。

補助対象は、「IT導入支援事業者」が事務局に登録し、認定を受けた「ITツール」です。

新たに生産性向上に貢献するソフトウェア等のＩＴツールを導入する際に補助を受けることができ

ます【通常枠】。また、会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ＥＣソフト（ソフトウェア、クラウドサー

ビス等）の導入を行う際には、高い補助率での支援を受けることができ、ＰＣ・タブレット、レジ等

の導入も対象となります【デジタル化基盤導入枠】

ＩＴ導入補助金

最新情報を確認
IT補助金サイト

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補助金です。採択には「経営革新計画」

「事業継続力強化計画」「デジタル技術活用・ＤＸ推進」「賃上げの取組み」等の加点取得がポイントです。

令和３年度補正予算成立に伴い、申請類型・要件・補助率等が変更となっていますのでご注意ください。

◆10次申請期間 ： 令和4年3月15日（火）～5月11日（水）

ものづくり・商業・サービス補助金

ものづくり補助金

成果事例

申請類型 補助上限額 (従業員規模により異なる） 補助率

通常枠

750万円、1,000万円、1,250万円

中小1/2 小規模2/3

回復型賃上げ・雇用拡大枠

2/3デジタル枠

グリーン枠 1,000万円、1,500万円、2,000万円

デジタル化基盤導入枠（令和３年度補正） 通常枠（令和元年度補正）

類型名 デジタル化基盤導入類型 複数社連携IT導入類型 A類型 B類型

目的
会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助するこ
とで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進する

ITツールを導入して業務効
率化・売上アップ等、経営力
の向上・強化を図る

補助額

ITツール PC等 レジ等 a. デジタル化基盤導入類型の
対象経費⇒左記と同様
b. それ以外の経費※
⇒補助上限額は50万円×参加
事業者数、補助率は２／３（１事
業あたりの補助上限額は、
3,000万円（(a)+(b))及び事
務費・専門家費）

30万円～
150万円

未満

150万円～
450万円

以下

5～50 
万円
以下

50万円
超～350

万円

～10
万円

～20
万円

補助率 3/4 3/4 1/2 1/2 1/2

対象
経費

ソフトウェア購入費、クラウド利用費（クラウド利用料２年分）、ハードウェア購
入費、導入関連費 ※それ以外の経費に含まれるクラウド利用料は１年分
【複数社連携IT導入類型のみ】事務費・専門家費

ソフトウェア購入費、クラウ
ド利用費（クラウド利用料１
年分）、導入関連費

＜進め方＞

1. 自社の事業エリアをカバーする、または改善に必要な業務に対応するITツールを取り扱っているIT導入支援

事業者を決定する。

2. IT導入支援事業者から、ITツールの提案・事業計画の策定支援・各種申請等のサポートを受けて申請する。

3. 申請交付決定の通知後に契約・導入する。支払いまで完了後、完了報告書を作成・提出する。

活用事例を
チェック!!

IT戦略を検討

ITプラットフォーム

「ITプラットフォーム」で導入シミュレーションをしてみましょう。

【ここからアプリ】・・・簡易に導入可能な業務用アプリ（クラウドサービス等）

を「業種」「目的」「導入事例」から検索できます。

【IT戦略ナビ】・・・「経営課題」「業務上の問題点」「取り組みたい事」の質問

に回答すると、IT活用による成功ストーリーが見えてきます。

補助金
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＜ご利用方法＞ 広島安芸商工会ホームページにアクセスのうえ、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。

コロナ禍のいま

おすすめのＷＥＢセミナー[600タイトル]

セミナー

・経営のヒント
・話題の情報
・補助金 など

■新しい働き方を考える〜こんな支援策があるの？〜

働き方改革関連法が施行されていくなかで、2020年コロナ禍となり、一気にテレワークが普及、働き方が多様化

しました。それに伴い働く人の価値観も多様化、特にライフステージに合わせた働き方が推進されています。優秀な

人材の確保と維持のために、これから企業に求められる対応策を紹介いたします。(45分)

【講師】増田豊 ANAで本社人事部長など人事労務業務に24年従事、東京商工会議所や山陰合同銀行を経て独立

■人事労務 基礎講座

入社時に必要な書類とその目的は？ 試用期間についての適切な設定とは？ 労働時間についての原則や36協定

とは？ 書類を記入する際の注意点を、実際の書類を見ながら解説します。従業員が入社する際の業務に向けて、

人事労務の基礎を確認していきましょう。(98分)

【講師】野澤直子 社会保険労務士・産業カウンセラー。専門分野は社会保険・労働保険の手続き全般、助成金など。

■人材育成のための一番化戦略 〜20代、30代の若手にエールを送る〜

価値観が多様化し、未来の予測が難しいVUCAと呼ばれる状況のなか、これからの企業・組織を担っていく20代、

30代には何が求められているのか。組織のなかで活躍するために、どうすれば良いのか。講師の体験から導き出

された、社員一人ひとりの一番の領域を作り、組織力向上を目指す方法をお伝えします。(32分)

【講師】高田稔 2003年MBA取得。大企業では研修、中小企業ではコンサルティングを数多く行う。

■信頼を得るクレーム応対のコツ 〜多様性の時代背景からお客様心理を理解する！〜

無くなることはないと言っていい「クレーム」。お客様の心理や感情を理解すれば、未然にクレームを防ぐことができ

ます。またお客様が満足するクレーム応対を行うと、高確率で再利用や再購入に繋がっているといいます。突然のト

ラブルにも的確な対応ができるよう、心構えや具体的な応対方法を心得ておきましょう。(53分)

【講師】森みや子 （株）東京放送でのＴＢＳキャスターの経験を生かしてコミュニケーションに関する指導を行う。

＜2月の視聴ランキング 上位のセミナー＞

1位・・・インボイス制度 3つの対応ポイント ～インボイスは準備が9割～

2位・・・「鎌倉殿の13人」主人公 豊穣義時に学ぶナンバー2学

ID：****パスワード：****

5月・6月のおすすめ!!

【特集】 人材育成 労務 コミュニケーションに関するセミナー

＜新入社員のビジネスマナー研修＞

新入社員研修は、活躍できる社員になるために非常に重要な意味を持っています。ＷＥＢセミナーでは、実績

ある講師のセミナーを受講することが可能です。受講後すぐに実践させることで効果が期待できます。

⚫ 所作を極める 大人磨きのビジネスマナー術 基礎編

⚫ ワンランク上の電話対応マナー ～苦手意識を克服する6つのポイント

⚫ 心を届けるビジネスメールの基礎知識 ～ことばを通じて良好なコミュニケーション力をつける～ など
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事業承継の準備をはじめてみませんか?

～ 事業承継は早めの取り組みが重要です ～

協力:広島県事業承継・引継ぎ支援センター

事業承継は、後継者育成期間も含めれば５年～１０年を要すると考えられており、経営者の平均引退年齢の７０

歳前後に引退するためには、６０歳頃には事業承継の準備をスタートしたいところです。

会社の大きな転機となる事業承継は、早めの準備と計画的な取組みが肝要ですので、

自社の現在地を下記の「事業承継診断シート」をチェックするなどして確認し、今後の

ことを検討していきましょう。

Ｑ１ 会社の１０年後の将来像について語り合える後継者候補がいますか？

　⇒それは誰ですか？【　　　　　　】

「はい」の場合はＱ２へお進み下さい。 「いいえ」の場合はＱ７へお進み下さい。

Ｑ２ 候補者本人に対して、会社を託す意思があることを明確に伝えましたか？

「はい」の場合はＱ３～Ｑ６にお答え下さい。 「いいえ」の場合はＱ８～Ｑ９にお答え下さい。

Ｑ３ 候補者に対する経営者教育や人脈・技術などの引継ぎ等、具体的な準備を進めていますか？

Ｑ４ 役員や従業員、取引先など関係者の理解や協力が得られるよう取組んでいますか？

Ｑ５ 事業承継に向けた準備（財務・税務・人事等の総点検）に取りかかっていますか？

Ｑ６ 事業承継の準備を相談する先がありますか？

　⇒それは誰ですか？【　　　　　　】

Ｑ７ 親族内や役員・従業員等の中で後継者候補にしたい人材はいますか？

「はい」の場合はＱ８～Ｑ９をお答え下さい。 「いいえ」の場合はＱ１０～Ｑ１１へお進み下さい。

Ｑ９ 未だに後継者に承継を打診していない理由が明確ですか？（後継者がまだ若すぎる　など）

Ｑ１０ 事業を売却や譲渡などによって引継ぐ相手先の候補はありますか？

Ｑ１１ 事業の売却や譲渡などについて、相談する専門家はいますか？　実際に相談を行っていますか？

　⇒それは誰ですか？【　　　　　　】

Q１２ 他に事業承継に関して気になっていること（借入金の保証人、廃業検討など）はありますか?

Q１２で「具体的にある」方

円滑な事業承継に向け、事業承継計画の策定等をご検討ください。

事業の継続に向け、事業承継に関する課題の整理や方向性をご検討ください。

事業の継続に向け、第三者への事業引継ぎをご検討ください。

事業承継に関するさまざまなご相談を承ります。

Q１０～Q１１で１つ以上「いいえ」と回答した方

Q3～Q6で１つ以上「いいえ」と回答した方

Q８～Q９で１つ以上「いいえ」と回答した方

事業承継診断シート

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

Ｑ８
事業承継を行うためには、候補者を説得し、合意を得た後、後継者教育や引継ぎなどを行う準備期間が必要ですが、そ
の時間を十分にとることができますか？

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

「事業承継個別相談会」で疑問を解決してみませんか?

日時：令和4年6月14日（火） 13：00～ 場所：広島安芸商工会（海田）

親族内承継だけでなく、従業員への承継、外部への譲渡、また、買収希望等についてもご相談可能です。
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事業承継

事業承継の進め方について

事業承継の準備を早めにスタートするメリットのひとつは、事業を承継できる体制を早い段階で整えることで、

会社の業績と市場動向を踏まえて、ベストのタイミングで事業承継を実行に移せることです。また、後継者の手

腕や適性をじっくり見極めることもできます。以上の観点からも事業承継は早めの取り組みが大切といえます。

事業承継を実行するまでの「５つのステップ」

ステップ
➀

事業承継に向けた準備の必要性の認識

ステップ
②

経営状況・経営課題等の把握
（見える化)

ステップ
③

事業承継に向けた経営改善
(磨き上げ)

「人」・「資産」・「知的資産」の承継に向けての準備に要する期間
を考慮すると、早めに事業承継の準備に取りかかることが望ま
しいとされています。

事業承継計画の策定 マッチングの実施

事業を円滑に承継するには、経営状況・経営資源・経営課題等
の現状を把握することから始まります。自社の強み・弱みを把
握して、事業承継の方向性を見出す必要があります。

経営者が将来の事業承継を見据えて、本業の競争力の強化な
どにより企業価値を高めることで、後継者が引継ぎたくなるよ
うな魅力的な状態に引き上げることも大切となります。

円滑な引継ぎを進めるために後継者と一緒に株
式や事業用資産、経営権の承継時期と取引先・従
業員等への公表時期を記載した事業承継計画を
策定することも大切です。

ステップ
④

後継者不在などで第三者に事業を引き継ぐ場合
は、専門的なノウハウを有する仲介機関に相談を行
いながら、引継ぎ先を探していく必要があります。

ステップ
⑤

事業承継の実行 M&A等の実行

株式・事業用資産や経営権の承継を実行します。 株式・事業用資産や経営権の承継を実行します。

親族内・従業員承継 社外への引継ぎ

中小企業庁：事業承継ガイドラインより

事業承継の進め方がわかるコンテンツ

中小企業庁ページ「事業承継を実施する」に、親族内承継、従業員承継、

М＆Ａの各ステップと支援策について簡単な概要が紹介されています。
中小企業庁

「事業承継を知る」

＜事業承継のポイントを確認＞

事業承継にお悩みの経営者の方はもちろんのこと、まだ事業承継を意識されていない方に

もイメージをもっていただくための動画コンテンツが用意されています。

中小機構 『事業承継フォーラム』 では令和3年12月「村田発條（株）」から全5回シリーズで

動画配信されています。

事業承継フォーラム
特設サイト

事業承継フォーラム
R3パンフレット

早めの準備が成功につながる!!

人（経営）の承継 資産の承継

・経営権

・後継者の選定と育成

・後継者との対話

・後継者教育

・自社株式

・事業用資産(設備・不動産等)

・資金(運転資金・借入金等)

・許認可

人 物 金

知的資産の承継　（目に見えにくい経営資源)

・経営理念　　　　　　　　　・経営者の信用

・取引先との人脈　　　　　・従業員の技術やノウハウ

・知的財産権(特許等)  　・顧客情報　　　　　　　　等

知的資産



「海田さつまの素」 広報企画 100名様にプレゼントキャンペーン実施中!!

「海田さつまの素」をより多くの方に知っていただくためのキャンペーンを

実施しています。店頭に設置してあるハガキのアンケートに答えてご応募

いただくと、海田さつまの素（３個入り）を抽選で100名様にプレゼントす

る企画です。海田町では、フジ海田店、ユアーズ海田店、ユアーズ瀬野川店、

ＪＡ安芸ギフトセンター 、坂町のフジグラン安芸にご協力いただき、本通り

のひろしま夢ぷらざにも設置しています。締切は令和４年５月２０日です。

YouTube ～広島安芸チャンネル～

チャンネル登録にご協力お願いします。

「海田さつまの素」を活用した商品・メニューを作って

動画を作成しませんか? 商工会がサポートします。

商工会報告

10

令和4年3月31日（木）18時30分から、瀬野川付近の広場で青年部の親睦事業として花見会を開催しました。

コロナ禍で部員同士の親睦がなかなか図れない中、まん延防止等重点措置も解除されたもあり開催、部員同士が

それぞれの業況や取り組んでいる事業などの情報を共有する良い機会となり、お互いについてより理解できる場

となりました。

各青年部員の経営のためにも、また、青年部活動をより有意義にしていくためにも、

こうした親睦活動はとても重要です。コロナ禍でも感染対策を取りながら実施していく

ことで、今後の活動のプラスにしたいと思います。

親睦花見会を開催しました。青年部 青年部親睦事業

【小規模事業者対象】経営発達支援事業の最初の5カ年が終了しました。

経営発達支援事業は、地域の小規模事業者の持続的発展を支援する事業です。地域経済動向の公表、経営計画作

成（セミナーの開催・個別支援による経営計画作成）、経営計画の実行、販路開拓などを、経営指導員と中小企業診

断士をはじめとする各種専門家で協力して行うことで、小規模事業者の売上増加を継続して支援するものです。

第1期として平成29年度から令和3年度までの5年間、広島県内で唯一合同（広島安芸商工会・府中町商工会・広

島東商工会）で実施、5年間で約730件の事業計画策定支援、3,500回を超える事業計画実行支援を行いました。

令和4年度からは、これまで以上に地域に合わせた実施計画に

ブラッシュアップして、広島安芸商工会のみで実施してまいります。

新型コロナにより影響を受けている会員事業者への支援状況（令和3年度）

広島安芸商工会では、新型コロナ特別相談窓口を設置し、令和3年度も年間を通して専門家と連携して事業者の

皆さまを支援いたしました。

国や県、市町が実施する休業や売上減少による給付金に関する申請支援では、広く情報発信を行い、ご自身での

申請が難しい方の申請をサポートすることで、対象となる会員事業者が少しでも早く申請できるよう支援を行いま

した。令和3年度は、約250事業所に対して1,000件を超える申請支援を実施したことからも、新型コロナウイル

ス感染症が事業者に与える影響の大きさがよくわかります。

経営発達支援事業
の詳しい実施報告
についてはこちら

⇒
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2年ぶりの女性部全国大会が実現、女性部の絆を再確認
「第22回 商工会女性部全国大会inおおいた」の開催について

全国商工会女性部連合会と大分県商工会女性部連合会は2月15日、「第22回商工会女性部全国大会inおおいた」

を別府国際コンベンションセンターで開催した。長引くコロナ禍で、全国大会の開催は2年ぶり。全国からリアルとリ

モートを合わせて約2,800人の商工会女性部員が参加し、地域での活動を共有するとともに日頃の活動をアピール

するなど、交流を深めた。

全女性連の正副会長らから開催ブロックである九州ブロックの8県女性連会長らに大会旗が引き継がれた後、後藤

政子大分県商工会女性部連合会長が開催の言葉を、続いて竹中仁美全国商工会女性部連合会長が挨拶を述べた。

メインイベントである「主張発表大会」では、全国の6ブロックを勝ち進んできた代表者6人が、日ごろの女性部活動で

得たことや、地域への思いを熱く語った。最優秀賞には近畿ブロック代表の福井県・池田町商工会女性部の杉早苗さ

んが輝いた。今回はコロナ禍での開催の工夫として、特産品販売会に代わり特産品カタログを用意。オンラインなど

で注文を受け付け、部員事業所のＰＲと販売促進を行った。

次回の第23回大会は、北海道・東北ブロックの宮城県で開催を予定している。

「交流人口・関係人口の拡大を通じて地域活性化を目指す団体間連携による取組みについて」
（2021年度：農林漁業・商工業全国５団体による調査研究報告書）の公表について

農林漁業・商工業の全国５団体（全国農業協同組合中央会、全国森林組合連合会、全国漁業協同組合連合会、日本

商工会議所および全国商工会連合会（以下、「全国５団体」）の共同事業として、各団体の実務担当者によるワーキン

グチームにより実施した調査研究事業の報告書「交流人口・関係人口の拡大を通じて地域活性化を目指す団体間連

携による取組みについて」を作成いたしました。

今回の共同事業は、全国５団体が2017年５月に締結した「農林漁業と商工業の連携を通じた地方創生の推進に関

する協定書」に基づき実施したもので、これまで、主に、農商工連携や６次産業化による地元農林水産物を活用した

地域特産品の開発等について行われてきた団体間連携について、交流人口・関係人口の拡大に資する地域活性化の

取組みへの発展を提案する内容となっています。

本報告書は、全国５団体から、それぞれの会員企業・関連団体に報告し、

それぞれの地域における連携による取組みに向けた検討・協議に役立て

ていただくこととしております。

【全国商工会女性部連合会 竹中仁美会長 挨拶】

本全国大会は、2年ぶりの開催、皆さんの温かい支援と協力に感謝申し上げます。

この2年間、試行錯誤、延期、延期のなか、昨日まで開催を迷う日々でありましたが、全国の女性部員から

温かいご支援をいただき、開催地・大分県の苦労をねぎらうためにも、会場参加者185名に加え、2670名

のＷＥＢ参加者が、大会を成功させたいと参加してくださっています。

コロナで大変ななか、地域の中小企業・小規模事業者にとって厳しい経営環境は変っていません。だからこ

そ女性部が顔を上げて、地域経済のけん引役として、一緒に前に進みましょう。今こそ女性部の思いやりの心、

助け合いの心をしっかり前に出しながら、大分大会を成功させましょう。

当取り組みに関する

調査研究報告書はこ

ちら

⇒
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新規会員募集中

今後の主な行事

行事 日にち 場所

金融審議会（13：30） 5月11日(水)・6月8日(水) 広島安芸商工会(本所)

青年部 定例会（19：30） 5月12日(木)・6月16日(木)

女性部 通常総会 5月11日（水） 市松寿司

青年部 定時総会 5月19日（木） 市松寿司

通常総代会 5月24日（火） サンピア・アキ

事業承継個別相談会 6月14日（火） 広島安芸商工会(本所)

理事会（13：30） 6月24日(金) サンピア・アキ

中小企業診断士 個別相談会（9：00） ①5月9日(月)・6月13日（月）

②5月26日(木)・6月23日（木）

①広島安芸商工会(本所)

②広島安芸商工会(坂支所)

人手不足の解消にもつながる!!

「働き方改革」に取り組み

魅力ある職場をつくるこ

とが人手不足の解消につ

ながると言われています。

働き方改革特設サイトに

は、関連法令や働き方改

革への取り組み事例など

が掲載されています。

働き方改革への取り組みについて

働き方改革
特設サイト

CASE STUDY

取り組み事例

今年の夏は特に大雨に注意が必要です

梅雨前に火災保険の見直しをしませんか?

今年の夏は全国的に気温が高くなるという予報で

す。5月は平年より気温が高くなり、季節外れの暑

さの日が多くようです。6月、7月の気温も平年並

みか高い予報のため、西日本では例年以上に大雨

に注意が必要です。

チラシを折り込んで会員事業所にアピールしませんか 【会員限定】

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） 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いたします）

会員事業所数 ： 843（船越172 海田436 坂173 区外62）令和4年4月1日現在

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190部 海田450部 坂190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

『インボイス制度特設サイト』をチェック!!

インボイス制度の基本的な事項や、税務署での説明会、オンライン説明会、登録申請まで

さまざまな疑問について確認できるサイトです。配信動画はいつでも視聴可能です。

【電話で質問できる】消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター 0120-205-553

国税庁

インボイス制度
特設サイト

大雨のしくみ
日本気象協会

梅雨前に火災保険の見直しをす

るのがおススメです。当会では、

広島県共済の協力のもと火災保

険の見直し相談を承ります。

http://hiroshima-aki.net/

