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広島安芸商工会 会報

専門家による個別相談会【会員限定・相談無料】

経営相談や事業計画策定、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）：9月12日(月) 10月11日（火） 坂支所：9月22日(木) 10月27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

⚫ 1回あたり2時間程度

■日時 ①9月21日(水) ②9月28日(水) ③10月5日(水) （全3回） 各15：00～17：00

■場所 サンピア・アキ ■講師 中小企業診断士 江川 雅典 氏 ■定員 20名

業績アップのためには、自社を知り、ライバルを知り、商圏を知り、顧客を知るなどの「マーケティング」と、

商品・サービスや提供方法などで顧客に受け入れられるための変革 =「イノベーション」が不可欠です。

また、ビジネスの流れを整理することで強み・課題の再認識とその解決につなげることができます。

これらを踏まえて事業計画を作成して実践することで、売上増加、利益増加、生産性向上などを目指すための

セミナーです。補助金申請や経営革新、事業承継などの準備にも役立つ内容です。

セミナー受講後についても、計画書の完成からその後の実行まで商工会が支援します。

～マーケティングとイノベーションから業績アップを目指そう～

「売上ＵＰのための事業計画策定・ＤＸ推進セミナー」の開催について

日程が合わない方は府中町商工会主催の同様のセミナーにご参加可能です。（詳細はお問い合わせください）

【日時】 10月6日・13日・20日（計3回） いずれも木曜日 19:00-21:00

【場所】 府中商工センター（安芸郡府中町大須１丁目１０−１０） 【お問合せ】府中町商工会 ℡：282-1859

同封チラシをご覧のうえ
お申込みください

↓ 他にも、売上アップにつながるセミナーを開催します。（詳細は同封チラシをご覧ください）

クラウドファンディング活用講座 （初級編）

企業を支援している中小企業診断士が、利用する事業者の

立場にたって分かりやすくご説明します。

日時：令和4年10月6日(木) 15：00～17：00

場所：サンピア・アキ

定員：20名 締切：10月3日(月)

スマートフォンで撮る写真・動画活用セミナー

プロの映像制作者と撮影から編集まで行うフリーアナウン

サーが、スマホを使った写真・動画撮影を教えます。

日時：令和4年10月12日(水) 18：00～20：00

場所：坂町町民センター

定員：20名
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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

海田町事業継続応援金（第3弾）

【給付額】

法人10万円
個人5万円

【要件】 海田町に事業所のある事業者で、令和4年3月から7月のいずれかの月

の売上高が、令和元年から令和3年までのいずれかの月と比べて20％以上減少

していること（詳細は海田町ホームページ参照）

【申請期限】 令和4年9月30日

【お問い合わせ】 海田町 魅力づくり推進課 823-9234

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。

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】 1.21% （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

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…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・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で4号が20％以上、5号が5％以上減少

【保証率】借⼊債務の4号は100％、5号は80％

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）

R4.9月末まで延長中

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

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）

⇒

特別利子補給は9月末まで 。 既往借入の再申し込みで、改めて3年の実質無利子を利用できる可能性あり。

日本公庫の融資に関するご相談は各支所へ。（一般のマル経、普通貸付についてもご相談をお受けしています）

9月末までに市町に申請が必要。一定の要件（売上減少▲15％以上等）を満たした中小企業者等が、金融機関によ
る継続的な伴走支援を受けること等を条件に、信用保証料が0.2％になります。（通常は原則0.85％）

＜広島市販路拡大等チャレンジ応援金（第3弾）＞ ※ 現時点では未確定のため内容が変更になる場合があります。

広島市内の中小企業等を対象に、事業計画に基づいて実施する、販売促進・販路拡大等の経費の一部が支援されます。

【申請期間】2022年10月3日～10月31日 【支給上限額】100万円（対象経費の5/4以内）

【対象者】広島市内に事業を営んでいる中小企業者等 ※これまでに当応援金を支給された事業者は申請できません。

ご相談は船越支所（℡：823-2754）へ
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■登録は来年3月まで。まずは 「インボイス登録する・しない」を決めよう!!

免税事業者はインボイス登録するかどうかを決めなければなりません。

登録すると令和5年10月分から消費税の申告・納付をすることになります。

準備には手間と時間がかかります!!  

そろそろ本気で「インボイス対応」を考えましょう!!

■手書きの請求書や領収書はダメなの?

インボイスの要件を記載すれば手書きでもOKです。宛名（発行先

名）、取引内容、税率ごとに区分した合計・消費税額・適用税率、、適

格請求書発行事業者番号など必要です。（右図参照）

発行する機会が多い場合はシステム導入が必要と思われます。

■項目が漏れていた場合

受け取った請求書や領収書に必要な項目が記載されていなかった

場合、受け取った側が追記することができませんので、再発行して

もらう必要があります。

■消費税の端数計算について

制度開始後は、税率ごとの合計額を基に消費税計算した後に端数

処理しなければなりません。そのため、請求書や領収書などの仕様・

計算方法などを変更する必要があります。

インボイス（適格請求書） R5.10月より

請求書

令和5年10月1日
（株）〇〇

T1234・・・

（株）▲▲ 御中

令和5年〇月分

〇月△日 △△△
〇月□日 □□□
〇月×日 ×××

合計 116,560円

（10％対象 55,000円 内税5,000円）
（ 8％対象 61,560円 内税4,560円）

3,300円
21,600円※
13,200円

※は軽減税率対象

・
・
・

＜インボイス登録しなかった場合に想定される影響＞

⚫ 顧客が消費税の申告で損をする（相手が本則課税の場合）

⚫ 消費税相当額の値引きを要求される（法的に認められています）

⚫ 取引してもらえなくなる

は令和5年10月以降に追加する項目
■請求後に値引きした場合

請求書を発行した後に不良品があった等で値引きした場合、請求額を変更した請求書などを改めて発行する必要が

あります。

＜本則課税の事業者は特に注意が必要です＞

本則課税では、仕入や経費支払いでインボイスの要件を満たしていないと消費税の控除ができなくなります。

■少額でも領収書が必要となる

これまで領収書がなくても経費計上できていた少額の経費について、制度開始後は領収書が必要なものもあり

ます。たとえば、売り手負担の振込手数料にかかる消費税は、そのままでは控除できない可能性があります。

■毎月引落しされる経費

事務所や駐車場の家賃は、請求書や領収書が発行されないことが多いと思います。その場合、一定期間の取引

をまとめて交付する、または、契約書にインボイスで必要な記載事項を記載するなどの対応が必要となります。

■アマゾンや楽天などでの購入

ネットで購入した時の請求書等については、令和6年から「電子帳簿保存」する必要があります。（現在はゆうじょ

期間のため紙での保存でもOK）。従業員が立替購入した場合にどう対応するかなど、ルールを決めておく必要

があります。

インボイス制度の開始まであと1年少しとなりました。どのような影響があるのか、その一部をご紹介します。

①9月13日（火） 講師：海田税務署

・・・制度概要、注意点、申請 など

②9月27日（火） 講師：石森税理士

・・・制度概要、実務対応、

電子帳簿保存法への対応 など

⇒同封チラシでお申込みください。

インボイス関連セミナー・説明会

ぜひご参加ください!!（経理・総務の担当者も)

今回掲載している以外にもさまざまな影響が考えられますので、制度を理解して影響範囲を洗い出しましょう。

インボイス対応



広島県では、自然災害や人為災害に負けない企業づくりを推進するため、専門家によるセミナーやＢＣＰ策定講

座等を開催しています。ＢＣＰ（より取り組みやすい事業継続力強化計画も含む）を作成することで、災害等の

非常事態からの早期復旧や取引先からの信用向上など、さまざまな効果が期待できます。

自然災害や人為災害に負けない企業へ

実効力の高いＢＣＰを策定するためのプログラム

災害等のリスクに備える

令和4年度 広島県ＢＣＰ策定等支援事業リスク管理の専門家によるアドバイスが受けられる!!

4

災害発生時の
対応力と復旧力
（レジリエンス）が

高まる。

①

災害被害の
予防や最小化を

図ることが
出来る。

②

業務内容や
動線の見直しにより

業務効率が
改善する。

③

取引先からの
供給責任に対する

信頼性が
向上する。

④

競合他社との
差別化を図り、

新たな顧客開拓が
出来る。

⑤

＜ ＢＣＰ（事業継続力強化計画）を策定することの主なメリット ＞

① BCP啓発セミナー&BCP策定推進フォーラム

BCPの目的・意義等を理解するためのセミナーと、実際にBCPを

策定している企業から話を聞くことができるフォーラムがあります。

①知る

②策定する

③検証
する

②BCP策定講座［1日コース・半日コース]

策定講座を受講することで、参加企業各社の事業内容や組織規模、

立地環境を踏まえた“使える BCP”を策定することができます。

③BCP検証机上演習

BCPの有効性の確認を目的とした机上演習（ワークショップ形式）

です。消防訓練のようなものとは異なり、災害が発生した状況を想

定したシナリオに基づき、対策本部の運営を机上で行うものです。

＜ ＢＣＰ（事業継続力強化計画）策定プログラムの概要 ＞

くわしくはこちら

ＢＣＰ策定等支援
事業パンフレット

＜開催概要（広島会場）＞

啓発セミナー・・・12月8日 策定推進フォーラム・・・10月28日

策定講座・・・ （1日コース）9月15日、16日 11月16日、17日 （半日コース）12月13日

さらに、策定講座を受講された後は運用に役立つ検証机上演習を受講できます。

広島県ＢＣＰ策定
等支援事業

セミナー参加から計画策定まで商工会が支援します。

お申込・進め方については各支所にご相談ください。

９月以降のスケジュール

＜ 計画認定で ”収益アップ” につながる特典か受けられます ＞

⚫ 防災・減災設備の税制優遇・・・計画に記載された防災設備について特別償却が可能

⚫ 補助金の優先採択（ものづくり補助金）・・・審査の際に加点あり

⚫ 信用保証額の拡大・・・別枠での追加保証や保証枠の拡大

⚫ 日本政策金融公庫による低利融資・・・基準利率から△0.9％引下げ
事業継続力強化計画
認定後の公的支援

＜こんな活用方法も＞ 後継者候補に計画策定リーダーを任せて事業承継を推進する。

カリキュラムや
効果、参加特典
等がわかります。
出張型の支援も
あります。
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自然災害から命をまもるため
『防災タイムライン』を活用しよう

近年、平成30年7月豪雨をはじめ、「数十年に一度」や「これまで経験したこと

がない」と表現される大雨による災害が全国各地で頻発しています。

災害から命を守るためには、事前の備えが重要です。こうした災害への備えを

スマートフォンで手軽に作成できるのが「Yahoo!防災」アプリの「防災タイムラ

イン」です。

防災タイムラインは、住所を入力するだけで周辺の災害リスを確認できます。

また、避難先や避難経路、避難するタイミングも設定することができます。防災

の危険性が高まったときに、あらかじめ設定したタイミングで避難を促す通知

が届くようにすることもできます。

大雨に備え、 「Yahoo!防災」アプリをインストールして、「防災タイムライン」

を作成しましょう。

防災タイムライン 検索

紙でも作成できる!!

自分の防災行動計画『マイ・タイムライン』を作成しよう

「マイ・タイムライン」は、以下の3つのポイント

を押さえた「自分の防災行動計画」が作成で

きるツールです。

・特定地点の災害リスクの確認

・避難先、避難経路の検討

・避難するタイミングの決定

以前、デジタル版についてご紹介しましたが、

冊子版（紙）もありますので、家族で、職場で、

話し合いながら作成してみてはいかがでしょ

うか。

【お問合せ】

広島県 危機管理監 みんなで減災推進課

℡：082 513 2782

土砂災害リスクが見える!! 「ミエドキAR」〜⾒える土砂災害警戒区域〜

ＡＲ技術により周辺の土砂災害警戒区域等をスマートフォンのカメラ映像画面に重ねて表示する機能

「ミエドキＡＲ」が、「土砂災害ポータルひろしま」のサイト内で利用できます。周囲の土砂災害リスクを

より分かりやすく簡単に確認することができます。 ミエドキAR
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補助金

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。くわしくは各支所までご相談ください。

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9回締切】 令和4年9月20日（火） 【第10回締切】 令和4年12月上旬

申請書作成のご相談は、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

小規模事業者持続化補助金（一般型）

＜ご注意ください＞

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が上限です。

また、ウェブサイト関連費のみの申請はできません。
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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7回から「原油価格・物価高騰等緊急対策枠」が追加されました。

【第7回公募締切】 令和4年9月30日（金） 年内にあと1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、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％以上減少でも可。

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 ＋ 賃金要件、売上減少要件あり

従業員数 補助金額
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 ＋ 売上30％減（期間あり） or 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

原油価格・物価高騰等緊急対策枠（緊急対策枠）
原油価格物価高騰等の、予期せぬ経済環境の変化の
影響を受けている事業者に対する支援

従業員数 補助上限額
20人以下 ：1,000万円
21～50人 ：2,000万円
51～100人 ：3,000万円
101人以上 ：4,000万円

中小3/4
中堅2/3

通常枠
（必須申請要件を満たしていること）

従業員数 補助金額
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 （従業員数101人以上対象。賃上げ要件あり） 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分野の課題解決に該当し、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の人材育成を行う ほか）

中小1億円
中堅1.5億円

中小1/2
中堅1/3

＜申請類型・補助金額・補助率＞

（※） 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7回公募
から追加

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。

【12次申請締切】 令和4年11月中旬（見込み）

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

ものづくり補助金

成果事例

ものづくり・商業・サービス補助金
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最新情報を確認
IT補助金サイト

デジタル化基盤導入枠
デジタル化基盤導入類型

通常枠 セキュリティ
対策推進枠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」（※1）
の一部を補助し、インボイス対応も見据えたデジタル化を推進

業務効率化・売上アップ等、経
営力の向上・強化

企業間取引の
デジタル化推進

補助額

ITツール PC等 レジ等 30万円 ～

150万円未満
大分類Ⅰ①～⑥

の1つ以上

150万円 ～

450万円以下
大分類Ⅰ①～⑦

の4つ以上 5万円 ～
100万円

5万円 ～
50万円以下

※1の1つ以上

50万円超 ～
350万円

※1の2つ以上 ～10
万円

～20
万円

補助率 3/4 3/4 1/2 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

サイバーセキュリ
ティサービス利用
料(最大2年分)

＜想定される活用例＞

• バックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得等の付加価値向上に資するITツール等を導入

• 経理効率化のためインボイス対応の会計ソフトを導入。労務管理の効率化のため勤怠管理ツールを導入。

• インボイス制度に対応した決済ソフトと、それを利用するためのPCを導入。

インボイス対応で「POSレジ＋会計ソフト＋販売管理ソフト＋PC」等の組み合わせが検討可能です。

まずは既存の取引業者に相談してましょう。（当会でもITベンダーを紹介しています）

【公募締切】 令和4年10月3日（月） （通常枠：第6次 デジタル化基盤導入枠：第12次）

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。

ＩＴ導入補助金

①顧客対応
・販売支援

②決済・債権債務
・資金回収管理

③調達・供給
・在庫・物流

④会計・財務
・経営

⑤総務・人事・給与・労務
・教育訓練・法務・情シス

⑥業種固有
プロセス

⑦汎用・自動化
・分析ツール

大分類Ⅰ ソフトウェア （カテゴリー1：単体ソフトウェア）

大分類Ⅱ オプション （カテゴリー 2～4）

大分類Ⅲ 役務 （カテゴリー 5～7）

2.拡張機能 3.データ連携ツール 4.セキュリティ

大分類Ⅳ ハードウェア （カテゴリー 8～11） デジタル化基盤導入類型のみ

5.導入コンサルティング 6.導入設定・マニュアル作成・導入研修 7.保守サポート

8：PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器 9：POSレジ 10：モバイルPOSレジ 11：券売機

＜ITツールと分類について＞

補助対象のITツールは、“会計・受発注・決済・EC”の機能を保有するソフトウェアとそのオプション・

役務・ハードウェアの4つからなり、大分類Ⅰ「ソフトウェア」、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」、

大分類Ⅳ「ハードウェア」と11のカテゴリーに分類され、組み合わせ要件が決められています。

上記を満たしていれば、
大分類Ⅱ「オプション」、
Ⅲ「役務」も対象

上記を満たしていれば、大分類Ⅱ「オプション」、
Ⅲ「役務」、Ⅳ「ハードウェア」も対象

分類について
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業務をデジタル化することで生産性向上につなげましょう!

IT導入補助金の活用検討 ～課題整理からデジタル化につなげる方法～

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者が、生産性向上のために導入するITツール費用の一部を補助する制度です。イン

ボイス制度や電子帳簿保存では、多くの事業者がシステム導入を含めた検討が必要となるため、ぜひ活用をご検討ください。

IT導入補助金の検討にあたって、いまの状態は次のどれに当てはまりますか。

① 課題解決のためにどのITツールを導入したいかが決まっている

② 課題ははっきりしているが、導入するITツールは決まっていない（わからない）

③ 課題がはっきりしておらず、IT導入補助金を利用できないかなと考えている

＜ITツール検討のポイント＞

顧客管理システム、POSシステム、会計ソフト、販売管理、受発注システム、さらには電子帳簿保存については「連動性」も

含めた使いやすさを相談できるのが理想的です。

プロセス

現在の状況 WEBページ

訪問商談
熟練工
紙マニュアル

顧客管理帳
DM発送業務

印刷・発送
紙での管理

帳簿記入
会計ソフト(単独)

出勤簿
給与計算

導入候補の
ITツール

WEBページ(改修)

ECサイト
オンライン商談

マニュアルツール
原価管理ツール
工程管理ツール

顧客管理ソフト
DMシステム

POS管理
WEB請求
電子保存

会計ソフト
(データ連携)

電子保存

セキュリティカード
勤怠管理システム
(給与連動)

KPI
(重要判断指標)

販促件数
案件数

工期
粗利益率

定着率
クレーム数

請求コスト
作業時間

作業コスト
作業時間

管理精度
作業時間

CX
顧客体験
従業員体験

WEBページでシ
ミュレーション、
購入ができる。
オンラインですぐ
に商談できる。

技術の平準化を
促進できる。
スムーズな技術
伝承ができる。
生産力向上。

顧客データの記
録、共有、活用に
より、顧客サービ
ス向上、継続利
用につなげる。

購入情報を管理。
請求業務の削減
ができる。

会計業務の削減
ができる。

労務管理業務の
削減ができる。

業務プロセスを見直して売上アップ・生産性向上を図ろう～ＤＸジャーニーマップ～

販売促進
営業

製造・工事
販売

保守
アフターケア

ITツールの検討に役立つのが「DXジャーニーマップ」です。ITツールを導入しなくても業務プロセスを見直すことで、

売上増加や収益性向上、生産性向上などの効果が期待できます。

＜ ①②の場合＞

IT導入補助金ページからITツールを扱う事業者を検索する、または取引しているIT事業者

に相談してみましょう。中小機構の「ここからアプリ」でITツールを探すこともできます。

販売管理
受発注

財務会計

営業・販売
（ブランド戦略）

管理業務
（生産性向上）

労務管理

デジタル化で生産性向上・IT補助金

ITプラットフォーム

から利用できます!!

■ 「ここからアプリ」

■ 「IT戦略ナビ」

＜③の場合＞

まず業務の流れを整理して、つぎにITツールの導入を検討します。 IT導入補助金サイトの

「業種別 お悩み解決ITツール機能」は、自社のお悩みからITツールを見つける参考になり

ます。課題が見えてきたら「IT戦略ナビ」で、IT導入のイメージを具体化しましょう。導入プ

ラン完成後は、「ここからアプリ」で具体的なITツールを探すこともできます。

売上増加
収益性向上

売上増加
顧客満足度の向上

インボイス対応
電子帳簿保存対応

労働環境
の整備

期待される効果
（活用機会）

顧客情報の登録・確認のしやすさは販促・顧客サービスに直結します。インボイス対応でPOSレジや販売

管理システムの導入・入替を検討される際、顧客管理システムの導入も検討してはいかがでしょうか。
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参議院議員 越智 俊之 氏 広島安芸商工会に来会

7月26日（火）、先日の参議院議員選挙で当選された越智俊之議員が来館さ

れました。

吉田会長から、地域のおかれている現状や中小企業・小規模事業者の実情、

抱えている課題などを伝え、あわせて物価高騰への対策や補助金の拡充など

を要望しました。越智議員は。これらの要望を国政に届けるとともに支援策に

つながるよう活動すること、また6年の任期の中で、地域のため、中小企業・小

規模事業者のために尽力することを約束されました。

商工会報告

商工会

青年部
勉強会で補助金活用について学ぶ

7月25日（月）19時から広島安芸商工会本所にて、経営指導員による「補

助金の概要と持続化補助金の書き方」の勉強会を実施しました。

補助金申請を考えている3名が参加され、現在公募中である持続化補助金

の申請書の書き方や、その他の補助金についても学びました。大勢で受ける

セミナーとは違い、気付きや疑問があれば、その都度聞くことができたので

理解が進んだと思います。青年部では、今後も継続的に事業に役立つ勉強会

を実施していきます。

＜青年部員大募集 ＞

・青年部入って一緒に地域を盛り上げていきませんか。 ・経営についての勉強をしてみませんか。

・同業種、他業種の人たちと、県内で、全国で繋がりを作りませんか。

対象は商工業を営む者、又はその親族もしくは後継者で、その事業に従事している満45歳以下の方です。

ご興味のある方は広島安芸商工会坂支所 担当：今永までご連絡下さい。 TEL 082-885-1200

女性部
「かいた七夕さん」笹飾りを展示

7月2日（土）・3日（日）、「かいた七夕さん」会場に笹飾りを展示しました。短冊に

「コロナの収束」や「戦争のない平和な世界に」などの願いを込めました。

部員が心を込めて千羽鶴を折りました。

この千羽鶴は原爆の犠牲者へ哀悼の誠を

捧げると共に更なる平和文化を構築する

ため、広島県商工会女性部連合会を通じ

て原爆の子の像に毎年捧げています。

に参画しています。原爆の子の像に千羽鶴を捧げる事業【県女連】
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＜ご利用方法＞ 当会ホームページからWEBセミナーにアクセスして ID・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]

WEBセミナー

・経営のヒント
・話題の情報
・補助金 など

■本当のウリがわかればもっと売れる！キャッチコピー作成講座 （後編）

中小企業・商店の課題は、自社商品・サービスの「何」を「どう」伝えるかにあります。お客様に選んで

もらうための魅力の発見、表現の仕方、言葉のチカラが大切です。キャッチコピーの知識、書き方の

基本、「ウリ」を発見する５つの方法、どのツールで伝えていくかをわかりやすく解説します。(43分)

【講師】 弓削徹 SONY、サントリーなどの新商品開発、広告･販促キャンペーンを成功させたクリエイター

■世界のビジネスエリートが知っている教養としての茶道〜ビジネスの成功の陰に茶禅あり〜

日本の伝統文化・茶道。その精神をビジネスに活かし大成功を収めたエリートは国内外に大勢います。

どんな時にでも活かせる千利休の教え、また世界の大手企業で取り入れているマインドフルネスにつ

いて、ビジネスの成功に役立つ「おもてなしの心」を学べる茶道の魅力をお伝えします。(33分)

【講師】 竹田理絵 （株）茶禅 代表取締役 （一社）国際伝統文化協会 理事長 日本伝統文化マナー講師

■中小企業がSDGsに取り組む多数のメリット

SDGsとは、「持続可能な社会を実現するため、2030年までに達成すべき17の目標」のことで、日本

でも多方面で注目されています。企業がSDGsに取り組む意義や、事例を紹介いたします。(21分)

【講師】 進藤勇治 産業評論家・進藤産業研究所 代表 経済・産業問題や環境・エネルギー問題など講演多数

■仕事の生産性、効率性を高める方法！ロジカルシンキング

少子高齢化のなかで労働生産性を上げることは急務です。ロジカルシンキングを身につけることにより

仕事の生産性、効率性は向上します。具体的な事例を用いて、ロジカルシンキングがなぜ生産性向上に

寄与するのか、その仕組みやポイントを解説します。(38分)

【講師】 高田稔 一番化戦略研究所（株） 代表取締役 アメリカンエキスプレスで3年連続営業成績トップ10

■机まわりスッキリ改革講座

書類の整理が後回しになり、なかなか手をつけられずに収拾がつかなくなる、探しものに多くの時間が

かかる などのお悩みはありませんか？ セミナーでは整理整頓のルール付けを紹介します。(29分)

【講師】川口宏之 独立系会計コンサルティングファームで決算支援やバックオフィス支援等を担当
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9月・10月のおすすめ!!

データ分析スキルで売上アップを目指す!!

ＰОＳデータ分析 基礎知識習得講座

「ビジネスアナリティクス」「ビジネスフィールドでのデータ・AI活用」「データ可視化入門」「統計学入門」

「Excelで学ぶデータ分析入門」「SQL入門」などの8つの分野が学習できます。演習問題を解くなど、

自分で実際に取り組む学習スタイルで、効率的に分析スキル習得ができます。 主催：広島県

広島県 POSデータの分析活用講座 検索

お申込はこちら
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今後の主な行事予定

行事（開始時間） 日にち 場所

金融審議会（13：30） 9月14日(水)・10月12日(水) 広島安芸商工会(本所)

青年部 定例会（19：30） 9月15日(木)・10月20日(木) 広島安芸商工会(本所)

理事会（13：30） 9月22日（木） サンピア・アキ

中小企業診断士 個別相談会（9：00） ①9月12日(月)・10月11日（火）

②9月22日(木) ・10月27日（木）

①広島安芸商工会(本所)

②広島安芸商工会(坂支所)

事業計画作成セミナー（15：00） 9月21日（水）・28日（水）・10月5日（水） サンピア・アキ

消費税・インボイス制度説明会（14：00） 9月13日（火） 安芸区民文化センター

インボイス対策セミナー（14：00） 9月27日（火） サンピア・アキ

クラウドファンディング講座（15：00） 10月6日（木） サンピア・アキ

スマートフォン写真・動画活用セミナー（18：00） 10月12日（水） 坂町町民センター

10月以降の契約から火災保険が値上げ!

火災保険の見直しで経費削減しましょう!!

今年10月から火災保険料が10％程度上がります。

長期契約の場合、保険料が約2倍になったケースもすで

に報告されていますので注視してください。

最低賃金の改定について

広島県の最低賃金※ は10月から930円です。

※ 通勤手当、や家族手当など、計算に含めないもの

もありますのでご注意ください。

＜火災共済への切り替えも選択肢に＞

「火災共済」は10月に値上げしないので、コスト削減

が期待できます。 必要な補償内容になっているか、

メリハリをつけて保険をかけるなど、今こそ見直しを

しましょう。 ⇒ 同封チラシで見積り依頼できます!!

または、広島安芸商工会にご相談ください。

広島安芸商工会
ホームページ

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。

【個別相談 受付中】

求人動向や業種を考慮した採用ページ

作成をリクルートが無料でお手伝いし

ます。商工会にお問い合わせください。

人材確保のための第一歩

協力：株式会社リクルート

採用ページ

AirWORK

事業承継の進め方がわかるコンテンツのご紹介

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紹介されています。また、「事業承継フォーラム特設サイ

ト」では動画コンテンツも用意されており、事業承継にお悩みの経営者の方だけで

なく、まだ事業承継を意識されていない方にも役立つ内容です。
中小企業庁

事業承継を実施する
事業承継フォーラム

特設サイト

早めの準備が成功につながる!!

【最低賃金をクリアしているか計算してみましょう】

＜日給の場合＞ 日給/1日の所定労働時間≧最低賃金額

＜月給の場合＞ 月給÷1か月の平均所定労働時間※≧最低賃金額

※「（365日−1年間の休日合計日数）×1日の所定労働時間」÷12

事業承継のご相談は商工会へ
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