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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） 9月以降も継続して実施予定です。

【日にち・場所】 本所（海田）：７月５日(月)・８月１０日（火）

坂支所 ：７月２１日(水)・８月２６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】

事業計画策定や補助金申請、ビジネス法務などにご利用ください。（完全予約制）

■補助金・各種給付金の申請サポート 9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）

※持続化・事業再構築、ものづくり等の補助金や各種の申請書作成もサポートします。

・コロナ支援一覧

・補助金（販路開拓・生産性向上等）

・働き方改革

・オンラインセミナー（ＷＥＢセミナー）

・総代会（総会）開催報告

・全国連による国への要望

＜梅雨末期の豪雨に備えましょう＞

災害への備えをチェック
広島県ＢＣＰ策定支援事業

■法律なんでも相談会 年2回開催します。 （お申込みは同封チラシにてお願いします）

【日にち】8月5日(木) 13：30 ～ 17：15 【場所】広島安芸商工会 本所（海田）

【専門家】ひまわり法律事務所 弁護士 藤岡 達麻 氏 【定員】5名
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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8月末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6回締切：令和3年10月1日(金) 消印有効

小規模事業者持続化補助金申請のポイントを動画で見ることができます。

広島安芸商工会の「WEBセミナー」、YouTubeの「中小機構公式チャンネル」がおすすめです。

店舗改修 チラシ・パンフ

製作・配布

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補助金です。

申請は電子申請システム（jGrants）でのみ可能です。また、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３回（第４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。

補助上限：100万円 補助率：４分の３

締切：【第3回】令和3年9月8日(水) 【第4回】令和3年11月10日(水) （計6回）

【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。

＜広島安芸商工会 WEBセミナー＞

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～

＜中小機構公式チャンネル＞

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）

小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）

小規模事業者持続化補助金（一般型）
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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など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。 等

◆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3回締切 未定
事業再構築補助金 検索

事業再構築補助金
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補助金です。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

＜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8月17日（火） 17：00

ものづくり・商業・サービス補助金

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 など

当補助金はITベンダーを通じて申請、実施します。くわしくはIT導入補助金サイトをご確認ください。

ＩＴ導入補助金

ものづくり補助金 成果事例 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

月次支援金（国）

【給付上限】 中小法人等 20万円

個人事業者 10万円

【申請期限】 4・5月分 8月15日

6月分 8月31日

【要件】2021年4月以降の緊急事態宣言やまん延防止措置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、売上が50％以上減少した中小法

人・個人事業主等。緊急事態宣言が実施された5月、6月について、県内の「飲食

関連取引事業者」「観光関連事業者等」（小売業、卸売業、サービス業、農業、漁業

など）が対象になる可能性があります。

【お問い合せ】 月次支援金相談窓口 0120-211-240

頑張る中小事業者月次支援金

【給付上限】 中小法人等 20万円

個人事業者 10万円

【申請期限】 5月分 8月20日

6月分 8月31日

【要件】緊急事態宣言による飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、

該当月の売上が30％以上減少した事業者。国の月次支援金と同様に、「飲食関

連取引事業者」「観光関連事業者等」の幅広い業種が対象です。

50％以上減少している場合は、先に国の月次支援金の申請が必要です。

【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

広島県

感染症拡大防止協力支援金

【給付額】 休業 35,000円～/日

時短 30,000円～/日

緊急事態宣言の延長により、広島県の要請を受けて、6月2日から6月20日まで

の間、休業または午後8時までの時間短縮営業（酒類の提供は終日行わない）

を実施した県内の酒類を提供する店舗やカラオケ設備のある店舗が対象です。

【お問い合せ】 広島県協力支援金センター 082-248-6851

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

緊急事態宣言が実施された期間においては、最大10/10の特例が適用される

場合があります。詳しくは、広島県のフリーダイヤルにてご確認ください。

融
資
を
受
け
る

コロナマル経【日本公庫】

【融資限度額】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】

【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

社会保険労務士の書類作成経費を
最大10万円補助（12月末まで延長）

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。

【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!!

R3.8月末まで延長決定

NEW!!
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支援制度 要件等

融
資
を
受
け
る

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 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

【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

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】「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 など

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、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）

資金繰りであわてないために 『資金計画』 を立てましょう。

経営者にとって資金繰りを日々の資金のやり繰りにしないためにも、早めに資金計画を立てることが大切です。

資金繰りを考えるうえでは、会社の数字を「損益」ではなく「貸借」で考えることが大切です。資金調達で融資

を受ける場合、「運転資金」は収入と支出のタイムラグを補う目的で、「設備資金」は設備を導入することで将

来得られる利益を前借りするつもりで借りる認識を持ちましょう。設備投資によって得られる利益だけでなく、

納税予想額や将来の別の投資も考慮した返済計画を立てたり、売掛金の回収が予定通りできることも重要です。

お申込みは商工会まで

「ひろぎんBill 」とは、煩雑な掛け売りの業務を代行するサービスです。広島銀行に口座を保有する法人・個

人事業主の方が対象のサービスであり、掛け売りする際の取引先に対する「与信審査、請求書発行・発送、入

金管理」まで、一連の請求・決済業務を代行する企業間の後払い決済サービスです。さらに、与信審査通過取

引については入金が１００％保証されるので、未回収リスクからも面倒な業務からも解放されます。

くわしくは同封のパンフレットをご覧ください。

中小機構の運営するサイト「ちょこっとゼミナール」には、小規模事業者が短時間で学べる

講座が公開されています。その中で「財務管理」「返済計画」「与信管理」など、資金繰り

に役立つ講座もたくさんあります。視聴は無料、広島安芸商工会ホームページのトップペー

ジにある「ちょこっとゼミナール」バナーからアクセスできます。

資金繰りに役立つ新サービス 『ひろぎんBill』のご案内
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ＥＣ参入を検討する事業者向け

『ＥＣ化支援セミナー』のご案内

セミナー

■対 象：ＥＣ参入を検討する事業者

■課 題：・ＥＣの有用性は認識しているが、すぐに取り組む必要性を感じていない。

・ＥＣに興味があるが、具体的なイメージが沸かない。

■ゴール：・ＥＣサイトを立ち上げるときの重要なポイントを理解している。

・ストア運営者から知見を得て、ＥＣの必要性や効果についての理解が醸成されている。

・ＥＣ活用の具体的なイメージを持っている状態。

■構 成：・【固定パート】ＥＣを始める前に知っておくべき重要な６つのポイント

・【ゲスト登壇】小規模ＥＣを実践する現役ストア運営者との対談 ・ 質疑応答（30分)

■7月予定：７月７日の「ＥＣセミナー基礎編」から始まり、７月は合計９回のセミナーを開催します。

詳しい内容は全国連ホームページをご覧ください。

＜ゲスト例＞ 各月１回程度、ゲスト事業者の事例を聞く機会があります。７月、８月は以下の予定です。

＜お申込み＞

全国連ホームページにある各セミナー案内のＵＲＬ・ＱＲコードからお申込みください。

新型コロナ禍の影響による消費マインドの低下や度重なる外出自粛等により、小売・卸売業が業績不振に陥る中、

販路開拓のためのＥＣサイト構築を支援することを目的として、オンライン形式でのセミナーを開催します。

セミナーは事業者のＥＣ化の段階に応じて7つのテーマに基づいて開催されます。実際にＥＣを活用している中

小・小規模事業者に講師をしていただくので、事業者の立場でのＥＣ化を知ることができる内容となっています。

■ゲスト１：合同会社U.I.international 地元フルーツをふんだんに使った冷凍ケーキをＥＣ販売

■登壇日：令和３年７月２６日（月）

■テーマ：「業態転換としてのＥＣ」

クラウドファンディングやSNSを活用し顧客との関係性を構築、専門知識なしで

ショップを立ち上げ、社長とＥＣ担当者を含めた数名で運営している事例

■ゲスト２：有限会社オブセ牛乳 「プレミアムショコラ」が大ヒットし店舗受取機能などで地元へ拡販

■登壇日：令和３年８月２３日（月）

■テーマ：「サイドビジネスとしてのＥＣ」

サイドビジネスとしてブランディング向上のためにＥＣサイトを運営し、

SNSを効果的に活用して広告なしで月数十万～の売上を上げている事例

７月セミナー①
（7日～13日）

全国連 ＥＣセミナー 検索

７月セミナー②
（14日～28日）

参加
無料

＜広島県商工会連合会では年間を通したＥＣ化推進セミナーを予定しています＞

広島県商工会連合会 ＥＣ化推進事業

＜ワンポイント＞

YouTube「中小機構公式チャンネル」では、

ＥＣに関する動画が多数公開されていま

す。事前に確認しておくことでセミナー

を受講した際の理解度か高まります。 中小機構
公式チャンネル

ショップサイト

ショップサイト
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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
・人材育成
・生産性向上

■経営力向上計画の作成と各種補助金申請支援セミナー〜補助金を上手に活用するエッセンス〜（92分）

中小企業・小規模事業者が活用できる補助金制度の申請では、「経営力向上計画」を作成して国の認定を受け

ると加点の対象になります。各種補助金の申請と経営力向上計画の重要性について解説します。

■〜コロナ禍での業務改善のヒントに〜業務のデジタル化で売上をアップさせる方法（82分）

コロナ禍で多くの企業が業務のデジタル化を進めていますが、すべてをデジタル化すれば良いわけではありま

せん。デジタル化を行うための基礎知識や、効果的な導入方法、チェックポイントを解説します。

■事例に学ぶ 中小企業が生き残るためのDX推進のポイント 〜DXを「IT導入による業務改善」だと

思っていませんか？〜（19分）

いまDX（デジタルトランスフォーメーション）は、国が様々な補助金や支援制度を用いて推し進めています。

そんななか中小企業においてもDXへ取り組むことが課題となってきています。本セミナーでは、DXの概要と重

要性など、中小企業においてDXを推進するための事例やポイントをわかりやすく解説します。

■今、求められる「五方よし」の経営と“人財育成”！（後編）（26分）

新型コロナウイルス感染症の拡大によって、観光産業はかつてない経営危機に直面しています。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。

ID：******パスワード：******

商談スキルアップセミナー（2回シリーズ） 主催：ひろしま産業振興機構

リアル・オンライン・国内・海外、あらゆる商談場面において、バイヤーに伝わる商談プレゼンテーションスキル

と効果的なPR資料づくり・動画活用法を2回シリーズで学ぶごとができます。ZOOMを使用します。

第1回 7月13日(火) 14：00～15：30 「伝わる商談プレゼンテーションスキル」

第2回 7月27日(火) 14：00～15：30 「効果的な資料づくりと動画の活用法」

営業力UP

その他 おすすめのオンラインセミナー

販売戦略塾（基礎編・実践編） 主催：ひろしま産業振興機構

販路開拓の専門家による、マーケティングセミナーや個別商品のブラッシュアップ（開発・改良）等を通して、

「売れる商品づくり・仕組みづくり」を習得することができます。

【基礎編】 マーケティング力強化セミナー ＜第1回＞7月7日(水) ＜第2回＞7月14日(水)

【実践編】 経営戦略セミナー ＜第1回＞7月21日(水) ＜第2回＞7月27日(火)

販売力UP

いずれも13：30～15：30対象：県内の食品製造業の方（経営者、開発・企画責任者等）



事前対策が出来ているかどうかチェックしてみましょう。
中小企業庁では、緊急時の事業継続に役立つように、平常時に事前に実施しておく項目を公開しています。

すぐにできてコストもかからない対策もあります。まずは以下の項目を確認することから始めましょう。

（中小企業庁 中小企業BCP策定運用指針の入門編より一部抜粋）

■損害保険の確認・見直しをしましょう。

近年は想定を大きく上回る災害が発生することが多く、事前の対策をしていても被災することは十分に考えら

れます。事業に関わる設備・機器等については、被災した際に迅速に再調達できる資金を確保するためにも、

できる限り損害保険に加入しておくことが大切です。必要なものに適切な保険が掛けられているか保険会社の

担当者に相談してみましょう。併せて、特定場所（会社・自宅など）における自然災害のリスク評価を提供し

てもらえるか聞いてみましょう。

■設備、データなどの保全は大丈夫ですか?

事業を継続する上で重要な設備やデータなどが消失すると大きな損害を被ることになります。設備やデータ等

を1か所で管理している場合は特に注意が必要です。より安全な場所に設備を移動する、データのコピーを別の

場所で保管する、クラウドに自動バックアップするなど、会社の規模や予算、管理体制などに応じた対策を検

討しましょう。

対策のヒントはこちら

8

平成29年の九州北部豪雨や平成30年の西日本豪雨、令和2年７月豪雨など、西日本では梅雨前線が北上してくる梅

雨の末期（7月）に豪雨の傾向にあります。令和2年7月は九州だけでも13事例の線状降水帯が発生していますが、海

面の水温が高い梅雨の末期には特に強い線状降水帯が発生しやすく、また、日本のどこで起こっても不思議ではない

と言われています。

中小企業庁 BCP策定運用指針 検索

梅雨末期の豪雨への対策は大丈夫ですか?

『災害への備え』を再確認しましょう。

☑ 実施内容

1 避難情報や災害が発生した際の避難計画（避難場所、手段など）を作成している。

2 非常時に従業員と連絡を取るための手段、連絡リスト等を作成している。

3 避難情報を入手できる準備をしている。（テレビ、ラジオ、防災アプリなど）

4 重要なデータをバックアップしている。また、別の場所に保管している。

5 警察、消防、電力、ガス、水道などに問い合わせるためのリストを準備している。

6 会社周辺の地震や風水害の被害に関する危険性を把握している。

7 水害に備えて、貴重品や重要書類、電化製品などを高い位置に上げている。

8 排水設備内の残骸や障害物を定期的に除去している。

9 会社にとって中断が許されない事業を把握している。

10 重要顧客、契約業者、供給業者などと連絡を取るための緊急時用連絡リストを作成している。

11 建物、機械設備などの保険加入リストを作成している。また、定期的に見直しをしている。

12 事業を早期に回復するための活動項目リストを作成している。

13 事業継続に必要な項目類について把握している。

14 1週間、１カ月間程度、事業を中断した際の損失を計算している。

15 事前の安全対策や緊急時に受けられる融資制度等を把握している。

災害対策
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広島県では、県内企業のＢＣＰ策定を支援し，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の策定が進んでいない中小企業・小規模事業者

等を対象に，災害等の非常事態の中で，通常事業の早期復帰等を目指すためのＢＣＰ策定（より取り組みやすい

事業継続力強化計画も含む）を支援し，取引先からの信用向上等自社の企業価値向上を目指していただきます。

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

事業継続力強化

地震、風水害だけでなく新型コロナ等感染症対策にも有効です。事業継続力強化計画にご利用いただけます。

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を策定することの主なメリット ＞

令和3年度 広島県ＢＣＰ策定等支援事業

①BCP策定推進フォーラム＆BCP啓発セミナー

どのような課題を乗り越えて BCP を策定し、その効果をどのように受け止めて

いるのか、実際に BCP を策定している企業にお話しいただきます。新型コロナ

ウイルスなど感染症対策を踏まえた基調講演を行う予定です。

①知る

②策定する

③検証
する

②BCP策定講座［1日完結型]

1日で完結する集中講座を受講して頂くことで、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”を策定することが出来ます。

③BCP検証机上演習

BCP の有効性を確認することを目的とした机上演習（ワークショップ形式）を実

施します。これは職場で行う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。

社内に定着する BCP 策定を推進するため、参加企業の方には以下の条件に同意していただきます。

1 経営者の参画 実効力の高いBCPを策定するために経営者が参加し、主導する。

2 組織全体の取組 経営者、事務局、現場推進メンバーにより組織的に策定する。

3 策定後の定期的な活動 定期的に演習やBCPの見直しを実施し、組織活動として根付かせる。

●災害等により発生した緊急事態において、BCP においてあらかじめ定めた対応が円滑に実施出来るか確認する

●BCP における課題（組織体制、役割と責任、対応手順など）を洗い出し、今後の見直しにつなげる効果

●復旧力・対応力（レジリエンス）の向上 ●今後のBCPの見直しとBCM活動の方向付け（対象事業や対象脅威の拡大など）

＜開催概要（広島会場）＞ これ以降も開催予定です。

ＢＣＰ啓発セミナー＆ＢＣＰ策定推進フォーラム・・・【セミナー】8月20日 【フォーラム】10月14日

ＢＣＰ策定講座・・・7月14日、15日、9月15日、16日、17日 ＢＣＰ検証机上演習・・・8月23日

＜お申込み＞

「令和３年度広島県ＢＣＰ策定等支援事業」ページをご確認のうえＷＥＢまたはメールでお申込みください。

くわしくはこちら ⇒ 広島県ＢＣＰ策定等支援事業 検索

災害の影響を最小限に抑え、事業を継続するための『計画』を立てましょう!
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『働き方改革』に取り組む中小企業・小規模事業者の皆さま

広島県働き方改革推進支援センターが「働き方改革」をお手伝いします。

【厚生労働省】

「働き方改革」について考えてみませんか?

働き方改革・労務支援

就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用などについて、社会保険労務士等の専門

家が無料でご相談に応じます。例えば、以下のようなお悩みはないでしょうか。

人材確保や育成、助成金、労務管理など、働き方に関するお悩みをお受けし、課題解決のための改善提案

を行います。

ご相談方法 または

サポート事例（全国）

• 職場にマッチした就業規則で労働環境の整備（労務管理）

• 年次有給休暇を端緒とした社内の労務管理全般の支援（年次有給休暇の取得）

• 特定社員の長時間労働是正に向けた支援（長時間労働の見直し） など

⇒ 生産性の向上を図ることで働きやすい職場となり、社員の働き甲斐や離職率の低下につながります。

・同一労働同一賃金は、結局何をすればよいの？ ・残業が100時間超えたらどうなるの？

・年次有給休暇が消化できないんだけど。 ・何か利用できる助成金があれば知りたい。

・労働時間を見直したいが、社内規程や36協定をどのようにすればよいかわからない。

・人手不足に対応するため、どのようにしたらよいか教えてほしい。

■業務改善助成金：中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組支援（個別支援策）

中小企業・小規模事業者が、生産性向上のための設備投資（機械設備、POSシステム等の導入）などを行い、

事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった

費用の一部が助成されます。

■生産性向上の事例集 ～最低賃金の引上げに向けて～

業務を効率化し生産性を向上させ、労働時間の短縮や賃金引き上げを実現した事例をまとめた「生産性向

上のヒント集」が作成されました。厚生労働省ページからご覧ください。過去の生産性向上の事例等も掲

載されています。

社会保険労務士が
お悩みをお伺いします。

電話・メール・来所

社会保険労務士などの専門家が
事業所を最大6回まで訪問します。

専門家による企業訪問

広島県働き方改革推進支援センター【厚生労働省広島労働局委託事業】

TEL・0120-610-494 Mail・hiroshima-hatarakikata@lec-jp.com

住所・広島市中区基町11－13 合人社広島紙屋町アネクス（4階）

㈱東京リーガルマインド（LEC）広島支社内 受付・平日9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

厚生労働省 生産性向上のヒント集 検索
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会長 吉田栄二【㈱シーエル広島】

副会長 倉増治男【㈱クラマス】

副会長 岡村繁範【㈱オカムラ広告社】

理事 中島勝義【㈱寿エステート】

理事 梅田修治【㈴梅田酒造場】

理事 金子建治【㈲金子石材店】

理事 藤平茂 【溝手建設㈱】

理事 多田雄一【多田商店】

理事 西谷弘一【西谷建工産業㈱】

理事 尾川伸宏【ハイテック工業㈱】

広島安芸商工会 第13回通常総代会を開催
商工会報告

広島安芸商工会青年部は、5月13日(木)に安芸区民

文化センター4F会議室にて、感染対策を十分に行った

うえで令和3年度定時総会を開催しました。昨年は書

面開催だったため、対面での開催は2年ぶりです。

改選期の今回、長野達也部長【㈲タケナガ建材工

業】が2年の任期を終えて退任され、森尾嘉男氏【㈱

サンウッド】が新たな部長に就任されました。

コロナ禍での活動は制約も多く、なかなか難しい舵

取りでの船出となりましたが、新体制の元、決意も新

たに青年部らしくコロナに負けない活動を行って参り

ます。

広島安芸商工会女性部では、去る4月28日(水)に織

田幹雄スクエアにて、令和3年度通常総会を新型コロ

ナウイルス感染症の拡大防止に配慮しソーシャルディ

スタンスを保ちながら開催しました。

就任二期目となる中田喜美子部長【㈱ビューティセ

ブンハウス】は、今年度も地域イベントへの出店や一

般向けの催しを通して、地域との交流を図っていく考

えを述べられました。

各部員が千羽鶴を作成致しました。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。

第13回通常総会 開催報告

に参画しています。

女性部第13回定時総会 開催報告青年部

理事 稲垣寛樹【㈲稲垣自動車】

理事 大井三成【新日本タイル㈱】

理事 少前幸充【㈲周陽】

理事 園田和徳【㈲ネオスタイル】

理事 大成康生【㈲ブレイブ】

理事 上角善之【㈱ウエカド】

理事 武岡竜司【㈱With rUn】

理事 大廻敏朗【㈱ライフパートナーおおまわり】

理事 木村雄一【㈲キムラ】

理事 岡清二 【㈲サポート】

理事 船本充治【平和デンキ㈱】

理事 大供敬冶【㈱スパライフ・コミュニケーションズ】

理事 木下智之【㈱木下工業】

理事 植田卓 【㈱植田商店】

理事 植田悠司【フジスコ㈱】

理事 長野達也【青年部】

理事 中田喜美子【女性部】

監事 三登博之【三登モータース】

監事 大國聖児【㈲大國ブラインド製作所】

新体制（役員一覧）

原爆の子の像に千羽鶴を捧げる事業【県女連】

緊急事態宣言下ではありましたが、今回は役員改選が必要であること

から、会場の感染防止対策を万全に行っての開催となりました。

開会あいさつで吉田会長は、新型コロナウイルス感染症で影響を受け

ている事業者への支援に尽力すると述べられました。議案審議につい

ては、ご出席の皆様のご協力によりスムーズに行われ、令和3年度から

3年間の体制が決まりました。

令和3年5月18日(火) 18時より、サンピア・アキ4階にて令和3年度通常総代会を開催しました。
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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

女性部 常任委員会・定例会（18：00） 6月29日(火) 織田幹雄スクエア

青年部 定例会（19：30） 7月15日(木)・8月18日(木) オンライン併用

金融審議会（13：30） 7月14日(水)・8月11日(水) 広島安芸商工会

中小企業診断士 個別相談会（9：00） ①7月5日(月)・8月10日(火)

②7月21日(水) 8月26日(木)

①広島安芸商工会(海田)

②広島安芸商工会(坂支所)

法律なんでも相談相談会（13：30） 8月5日(木) 広島安芸商工会

全国商工会連合会（以下、全国連）の森義久会長は、4月から6月にかけて菅総理

や関係大臣に対して、以下の要望を行いました。

最低賃金・コロナ関連支援の拡充等を要望
全国連ニュース

菅総理へ中小企業三団体による最低賃金に関する要望を実施（6月4日）

令和３年６月４日、全国連、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会は共同で、菅内閣総理大臣に対し、最低

賃金に関する要望を行いました。

全国連の森義久会長からは、以下の２点について、意見・要望を出されています。

① 商工会地区の事業者は、コロナ禍における厳しい経営環境の中、何とか事業継続・雇用維持を図ってい

る。この状況下において、最低賃金を引き上げることは「非常に厳しい」との声が多く寄せられている。

② 政府においては、まずは、経済対策を着実に実施し、早期に経済の好循環を生み出していただき、最低

賃金の引き上げの影響が大きい中小・小規模事業者において、その取り組みが可能となる環境を整えて

いただきたい。また、その環境が整うまで、最低賃金については現行水準を維持していただきたい。

最低賃金維持・コロナ関連支援等の要望活動を実施（5月11日～18日）

梶山経済産業大臣、加藤内閣官房長官、田村厚生労働大臣へ、最低賃金の現行水準維持、コロナ関連融資制度の

延長、月次支援金などの拡充、生産性向上に向けたＩＴ活用の販路開拓支援などを要望しています。

新型コロナ感染拡大収束後の観光振興策を要望（5月11日）

国土交通省の渡辺副大臣へ、ＧＯＴＯトラベル事業で恩恵を受けられない中小・小規模事業者が多いことから、

観光事業に携わる中小・小規模事業者に対するきめ細かな支援が間断なく実施されるよう求めました。

全国連HP、月刊SHOKOKAI6月号より

＜お盆の休館について＞ ８月１３日（金）は、本所、支所ともに休館とさせていただきます。
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