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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） 11月以降も継続して実施予定です。

【日にち・場所】 本所（海田）：９月６日(月)・１０月１１日（月）

坂支所 ：９月２４日(金)・１０月２８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（10：00～17：00） 11月以降も継続して実施予定です。

【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やコロナ関連の各所給付金の申請もサポートします。

■開催日時（全4回 いずれも18：30～20：30） 同封チラシをご覧のうえお申込みください。

①プレセミナー：9月22日(水) ②作成セミナー：10月7日(木)・14日(木)・21日(木)

■開催場所 安芸区民文化センター ＋ Zoom ■講師 中小企業診断士 江川 雅典 氏

事業継続のためには「変化」が必要です。誰もが知っている大企業も内部で常に変化することで、長期にわたり存

続しているのです。例えばソニー、当初は真空管やトランジスタ、４０代以上の人にはウォークマンの印象が強い

かもしれません。少し前には金融事業が大きなウエイトを占め、今ではゲーム・ネットワークや音楽などエンター

テイメント事業がもっとも収益を上げています。ほかにもイメージセンサー、映画事業でも利益を上げています。

＜新たな取り組みが次の成長を促す＞

ソニーは「時代の変化に合わせて事業内容（商品・サービス）を変化してきた」ことで現在も成長し続けていま

す。これはなにも大企業に限ったことではなく、地域の小規模事業者でも時代の変化に対応することで持続的発

展をしている事業者は少なくありません。

＜変化を積み重ねる＞

ソニーの例は大きな事業の変革ですが、そこまでの大きな変化である必要はありません。既存事業の中で「今ま

で扱ってなかった分野の商品を販売する」「既存事業で新サービスを提供する」なども十分な変化です。そのよ

うな取り組みを後押しする補助金もあります。思い切った事業転換等では「事業再構築補助金」を、小規模事業

者の売上増加策では「小規模事業者持続化補助金」などを利用することができます。

＜アイデアを膨らませる＞

変化にはアイデアが必要です。テレビや新聞では新しいニュースが毎日のように紹介されています。やってみた

ら面白そうだと思ったらインターネットで検索するだけでも多くの情報を得ることができます。アイデアを少し

ずつ膨らませることができたら、売るためのストーリーを具体的に考えていきます。

商工会の経営計画作成セミナーを受講して「アイデア」を「事業計画」にしてみましょう。

セミナー受講後も、経営計画書の完成からその後の計画実行についても商工会が支援します。

参加
無料

～経営計画作成セミナーでアイデアを事業計画にしてみましょう～

「経営の羅針盤としての経営計画作成セミナー」の開催について

経営発達支援事業
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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。申請が認められるためには、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

記載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、第6回締切は8月末までに、

第7回締切は12月24日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) 第7回締切：令和4年2月4日(金)

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）

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）

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。

【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）
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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

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。

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

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

8次締切： 令和3年11月11日（木） 17：00

ものづくり・商業・サービス補助金

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導入で解決できる課題例＞

・生産性向上 ・経理効率化 ・顧客情報管理

・社内コミュニケーション円滑化 など

ＩＴ導入補助金

◆補助額、補助率 【中小企業の場合】通常枠：補助上限 6,000万円 補助率 2/3

（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 令和3年9月21日(火) 17：00 
（あと2回程度の公募が予定されています）

＜参考＞ものづくり補助事業関連サイト「ものづくり補助金 成果事例」

H24年度～H29年度の補助事業概要、成果を検索できます。

事業再構築補助金 検索

まずは導入事例
をチェック!!

補助額 30～450万円

補助率 1/2 or 2/3

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

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】 7月分 9月30日

8月分 10月31日

9月分 未定

【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。まん延防止等重点措置が実施されている8月、9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）、幅広い事業者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 9月10日

6月分 9月20日

7月分 9月30日

8月分 10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。

5月、6月について、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。なお、国からの給付通知、振込がまだの場合も、左記の期限内にそ

の他書類の提出が必要ですのでご注意ください。

【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】

＜期間Ａ、Ｂ＞休業 2.0万円～/日

時短 2.5万円～/日

＜期間Ｃ＞ 休業 2.5万円～/日

時短 3.0万円～/日

＜期間Ａ、Ｂ＞ 要請前に「酒類提供」及び「20時以降も営業」をしていた店舗

広島県の要請を受けて、8月4日から8月19日までの間、休業または午後8時

までの時間短縮営業 【対象】広島市ほか2市（期間A） 、6市（期間Ｂ）

＜期間C＞ 要請前に「酒類提供」又は「カラオケ設備」又は「20時以降も営業」の店舗

まん延防止措置により、8月20日から9月12日までの間、休業または午後8時

までの時間短縮営業（酒類を提供しない） 【対象】広島市、海田町、坂町 ほか

申請から給付まで時間がかかっています。資金繰りがご心配の場合、広島市は

61万円、海田町、坂町は36万円の先払い（早期給付）申請をお勧めします。

・早期給付申請期限は9月7日です。

・本申請は9月13日開始予定です。

【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】

通常枠＋特別枠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年間は以下から△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

上記以外にも比較が可能です。

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）

社会保険労務士による相談窓口…事業者の方は無料で相談できます。

【場所】県庁東館3階 【 ℡ 】0120-570-207 【時間】9：00～12：00 13：00～16：00（平日のみ）

5.6月分の
期限が延長
されました。

R3.11月末まで延長決定

第4期

8月20日から「海田町」「坂町」も
対象に追加されました。

WEB申請の方が郵送申請より早く
支給されます。ご自身での申請が難
しい場合はご相談ください。
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g 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

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の仕組み

です。一定の水準以上をクリアした店舗が対象です。

【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）お申込みは海田支所まで

「広島積極ガード店ゴールド認証制度」に基づく現地調査が始まっています。

【お問い合わせ】 082-546-1280 （平日 9：30～17：30）

10月より登録申請が開始される「消費税のインボイス制度」とは?

令和５年１０月１日から消費税の「インボイス制度」が始まることを受けて、開始まで２年となる今年１０月か

ら登録申請が開始されます。インボイス制度とはどのようなものでしょうか。

インボイスとは適格請求書のことを言います。事業者が行う取引に係る消費税を控除する（課税売上に係る消費

税から課税仕入に係る消費税を控除する）ためには適用を受ける必要があります。令和元年１０月に消費税引き

上げの際に４年後の導入が決まっていたインボイス制度ですが、どのような影響があるのでしょうか。

＜インボイス制度の概要＞

インボイス制度では、商品やサービスを提供する事業者は、インボイスの適用を受ける事業者として、記載

しなければならない項目を満たした請求書（適格請求書）を発行します。一方、購入側の事業者は、適格請

求書を受け取って保管することで、消費税を税法上の経費とすることができます。

＜適格事業者にならなければどのような影響があるか＞

令和５年１０月以降、適格事業者でなければ事業者間の取引を続けられない可能性があります。適格事業者

になるには消費税の課税事業者である必要があります。そのため、今すぐではありませんが、免税事業者の

方は課税事業者になるかどうかを決めなければなりません。

１０月の登録申請開始ですぐに申請する必要はないと思われます。まずは「制度概要を調べ

てみる」「既存の請求書やレシートの発行機器（システム）がインボイス制度に適応してい

るかどうか確認する」ことから実施してみましょう。
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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

＜ゲスト＞１０月は以下の予定です。（月１回程度ゲスト事業者の事例を聞く機会があります）

＜ ９月・１０月のＥＣセミナーについて＞

セミナー内容については、全国商工会連合会ホームページの「ご案内」

にて随時公開されます。お申込みも同ページから行います。

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。

■ゲスト：花と木の実cocochiya 贈答用のアレンジフラワーショップ

■登壇日：令和３年１０月２５日（月）

■テーマ：「一人で運営する ＤtoＣ型の ＥＣ」

店舗をもたない１人運営のＥＣ。ＩＴ知識なしから、ＳＮＳ・広告を独学で

実施して成功している事例です。

全国連 ＥＣセミナー 検索

参加
無料

＜広島県商工会連合会では年間を通してＥＣ化推進セミナーを開催する予定です＞

広島県商工会連合会 ＥＣ化推進事業

＜ YouTube「中小機構公式チャンネル」＞

ＥＣに関する動画を多数公開を多数公開中。

セミナー前の視聴をお薦めします。

ショップサイト

９月・１０月の予定

＜開催予定＞

９月８日の「ＥＣセミナー基礎編」から始まり、９月は７回、１０月は９回の開催予定です。

詳しい内容は全国連ホームページをご覧ください。

全国連「ご案内」

＜ポイント＞

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ことで、事業者目線でのＥＣ化を学ぶことができます。

＜９月のお勧めセミナー＞ 詳細の確認、お申込みは、下段ＱＲコード「９月セミナー」をご確認ください。

■開催日：令和３年９月１０日（金） １５：００～１６：３０

■テーマ：ＥＣサイトで伝える写真・伝わる写真 第３回：「自社の強みを写真で表現する」

ブランディングに必要な基本的な考え方が身につき、自分で継続的に商品写真を撮影できるようになる。

９月セミナー
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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

■「親子で語る事業承継」第1回 これからの時代に求められる社長交代の心得と考え方（35分）

「親子で語る事業承継」シリーズでは、2021年3月に親子間で事業を承継させた（株）国際後継者フォーラム

代表取締役会長 二条 彪氏（親）、代表取締役社長 南波 衛氏（息子）、最高顧問 真田 絢子氏（娘）、それ

ぞれのお話とお三方の対談、全４回で様々な立場から見る事業の承継に迫ります。

■〜コロナ禍での経営・財務の強化！ 〜V字回復戦略セミナー（80分）

経営が厳しくなると、小手先の対策で、さらなる業績低下という負のスパイラルに陥ることがあります。「何

のために商売を続けるのか」「どこを目指すのか」「どんな戦略で戦うのか」を再構築して、方向性を整える

ことが大切です。これからの経営に関して軸を見直す手法について解説します。

■事業再構築補助金セミナー（67分）

事業再構築補助金の概要と、第１回公募の結果を踏まえた採択のポイントをわかりやすく解説いたします。

＜６月の視聴ランキング 第１位のセミナー＞

■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 （19分）

DXの概要と重要性など、中小企業のDX推進の事例やポイントをわかりやすく解説したセミナーです。

ID：****パスワード：****

実体験に基づく社会保険労務士によるテレワーク導入講座 主催：広島県

円滑にテレワークを導入する上での手順やコツについて、実際に自社でテレワークを導入している社会保険労務士

がご説明します。Cisco Webexを使用します。企業経営者，人事労務担当者等の方が対象です。

日時 令和３年９月16日（木） 13：30 ～ 15：30 （申込期限：9月9日）

内容 テレワーク導入の手順と工夫 （コミュニケーションの取り方、評価、勤怠管理 など）

テレワーク

＜その他 おすすめのオンラインセミナー＞

テレワークセミナー（オンライン） 主催：中国総合通信局 ほか

テレワークの専門家が「テレワークの基本」から「システムとセキュリティ」「労務管理」について、事例紹介を

交えて分かりやすくご説明します。Webex Meetingsを使用します。①②ともに14：00～15：30の開催です。

＜①システムとセキュリティ編＞

日時：令和3年9月8日(水) 「システム活用やセキュリティ対策のポイント」「事例紹介」 等

＜②労務管理編＞

日時：令和3年9月21日(火) 「就業規則作成のポイント」「勤怠管理方法」「事例紹介」 等

テレワーク

９月・１０月のおすすめ!!



■避難行動を前もって決めておきましょう。

４月にご紹介した「ひろしまマイ・タイムライン」は、避難に備えた行動を一人ひとりがあらかじめ決める

｢自らの防災行動計画｣のことです。風水害が発生するかもしれない｢３つの気象状況｣ごとに作成していくもの

で、誰が、どのタイミングで、どう行動するかを決めることができます。今回は、ウェブ上で自分のタイムラ

インを作ることができる「デジタル版」についてご紹介します。

＜作成できるタイムラインは３種類＞

①台風が近づいているとき ②大雨が長引くとき ③短時間の急激な豪雨

＜ひろしまマイ・タイムラインでできること＞

⚫ 災害の危険性を「高潮」「河川の氾濫」「土砂災害」に分けて、

ハザードマップを見ながら認識することができる。

⚫ 避難場所、避難するタイミング、準備段階（どのような準備をするか、

どのくらい時間がかかるか）にすることを決めることができる。

⚫ 離れた家族への対応も考えることができる。

自宅を想定したフォーマットですが、場所を会社に、家族を従業員に置き換えて考えると、会社での避難行動

を具体的に決めやすいのではないでしょうか。少ない項目で分かりやすいのも利点です。

■自然災害等に対しての「安全配慮義務」 ～社員の安全確保が最優先～

７月、８月の大雨の際、社員の出勤についてどのように対応されましたか。悪天候の中で社員が出勤中にケガ

や事故にあった場合、会社が責任を問われることがありますので注意が必要です。危険な状況にある社員は避

難が必要ですが、職場が稼働、営業できる状況においては、避難する社員や自宅待機の社員と、出社する社員

に分かれるケースの方が多いのではないでしょうか。どのような状況だったら出社を取りやめるのか、稼働・

営業をするのかしないのか等の判断基準を明文化して共有することが望ましいと考えます。

＜稼働・営業の可否、社員の出社の判断となるもの＞

①避難情報（警戒レベル）等 ②ＪＲ等の運行状況 ③その他

＜リスクを想定しておく場所＞

①会社 ②社員の自宅 ③社員の通勤経路

8

西日本では梅雨前線が北上してくる梅雨末期（7月上旬ごろ）に豪雨の傾向にあります。しかし、今年は8月半ばにも

秋雨前線の発生による梅雨末期のような大雨となりました。警戒レベル4、5が発令された7月、8月の大雨の時の行

動を振り返り、これからの行動につなげましょう。

秋の大雨や台風への備えは出来ていますか?

『避難行動』の確認・策定について

災害対策

＜勤務に関する取り決めについて＞

例えば、台風のよる暴風で出社できない状態の場合、一部の防災対応しなければならない社員を除いて出社さ

せないと決めているとします。その場合、仕事をしなかった時間をどうするかを考える必要があります。振替

出勤、有給休暇、無給休暇など、企業によって取り扱いに違いがあるようです。法令上、災害や気象状況によ

る不可抗力で営業できない場合を除いて、会社都合での休業は給与の支払いが発生しますので注意が必要です。

ルール作りでは社会保険労務士への相談をお勧めします。働き方改革と合わせて相談する場合、広島県働き方

改革推進支援センターの制度を活用して社会保険労務士に無料で相談することができます。

当ページを確認し
たら、次は自然災
害への備えを計画
にしましょう。

ひろしまマイ・タイムライン

WEB登録して、マイタ
イムラインを作成、保
存すると必要な時にス
マホ等で確認できます。

右ページへ
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広島県商工会連合会では、風水害や地震などの自然災害からあたなの会社を守るための事前準備に役立つオンラ

インセミナーを開催します。計画策定の必要性を理解するための「啓発セミナー」と、実際に計画を策定するた

めの「計画策定セミナー」の２部構成で、両方を受講することで計画策定に向けた準備ができます。

事業継続力強化計画（ＢＣＰ）オンラインセミナーの開催について

①啓発セミナー ②計画策定セミナー

事業継続力強化

①啓発セミナー

自然災害による事業継続リスクへの対応から事業継続力強化計画（ＢＣＰ）策定の必要性について、自然

災害が起きた場合や、事業継続について等、計画を策定するにあたっての動機付けとなるセミナーです。

事業継続力強化計画（ＢＣＰ）策定支援で多数実績のあるミネルヴァベリタス(株)の松井代表が講師です。

同社はリスクマネジメント・クライシスマネジメントのプロフェッショナル企業です。

＜事業継続力強化計画（ＢＣＰ）の作成をするための流れ（例） ＞

事前に事業継続力強化計画策定に関して予備知識を持っておくことで、セミナーを受講した際の理解が深まります。

お時間がある方は、（1）⇒（2）の流れをお勧めします。もちろん（2）から始めても大丈夫です。

風水害や地震などの自然災害からあたなの会社を守るための事前準備

②計画策定セミナー

具体的な事業継続力強化計画（ＢＣＰ）に掲載しなければならない項目について説明します。計画策定が

スムーズに進むように、策定のポイントを理解していただくためのセミナーです。

講師は、広島県内の中小企業支援に多数実績のある中小企業診断士の江川雅典氏です。

（1）事前準備

①中小機構の動画「事業継続力強化計画 単独型計画策定簡単ガイド」

を視聴する。

②中小企業庁 事業継続力強化の「制度の概要」「ワークショップテキスト」

「手引き」を確認する。

（2）実践（作成開始）

①啓発セミナーを受講する…災害リスクや計画の必要性を学びます。

②事業継続力強化計画（ＢＣＰ）の仮作成をする…できる範囲で、目を通すだけでもOKです。

③計画策定セミナーを受講する…事前に作成項目を知っておくことで理解しやすくなります。

④計画策定を継続する・・・専門家からのアドバイスを受けることができます。

（3）計画の完成、実行

①計画に基づいて、防災対応、備蓄品の購入、避難訓練などを実践する。

②定期的に見直しを行い、追加、修正等を行う。

①中小機構
公式YouTube

②中小企業庁
事業継続力強化

＜計画の作成に専門家を活用できます＞

事業継続力強化計画（ＢＣＰ）の内容は各事業者の状況に合わせて検討する必要があります。事業内容、場所、

体制、取引先、機械・機器・資産等の状況、資金面の状況などを勘案して具体的な計画を作成していきます。

計画作成時に災害対応等に詳しい専門家の支援を原則無料で受けることが可能ですので、ご希望の方はご相談

ください。

会員限定

⇒詳しい内容、お申込みは同封のチラシをご覧ください。
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事業承継

厚生労働省 生産性向上のヒント集 検索

「個別相談会」・「オンラインセミナー 後継者 応援塾」をご利用ください。

①事業承継個別相談会・・・日時：令和3年10月12日(火) （同封チラシをご覧ください）

②オンラインセミナー・・・後継者向けです。税務・法務・金融機関との付き合い方など、

実務に直結する内容を９月から約４か月に渡って１コマ３０分

で学ぶことができます。

事業承継について考える＜連載３回シリーズ 第1回＞

～事業承継は早めの取り組みが重要～ 協力:広島県事業承継・引継ぎ支援センター

中小企業・小規模事業者は、雇用の創出や新しい技術の開発など地域経済のけん引役として、日本の経済・社会にお

いて重要な役割を果たしています。

2020年の広島県の社長の平均年齢は、60.0歳と20年前より3.4歳上昇しております。今後も事業を継続・発展

させていくためには、次世代へのスムーズな「事業承継」を進めることが望まれます。

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。

事業承継に関するご相談は、広島安芸商工会、広島県事業承継・引継ぎ支援センターで賜っております。

②オンラインセミナー
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■ 海田さつまの素を使ったアレンジレシピ動画を公開中!!
商工会報告

ＪＲ海田市駅周辺の清掃活動を実施しました。青年部

YouTube ～広島安芸チャンネル～ を開設しました。現在、海田高校家政科の生徒さんが紹介する「海田さつま

の素」を使ったアレンジレシピを公開中です。

チャンネル登録にご協力をお願いします。

YouTube ～広島安芸チャンネル～

①基本のさつま ②さつまそうめん ③冷や汁

■広島県暴力監視追放防犯連合会から感謝状を授与されました。

広島安芸商工会は、地区暴力追放団体の一員として長年にわたり暴力団排除活動へ尽力してきた功績により、

この度、広島県暴力監視追放防犯連合会から感謝状を授与されました。

例年、6月10日の商工会の日前後に全国の商工会

青年部が実施しております「絆感謝運動」の一環とし

て6月に実施を検討しておりましたが、その期間が

緊急事態宣言期間と重なってしまったため、宣言が

解かれた7月に実施しました。

参加部員11名により約1時間の清掃で、瓶や缶、

ペットボトルなど多くのごみを回収しました。

日頃お世話になっている地域への恩返しと同時に、

今まで自粛を余儀なくされた青年部事業を再開で

きたことに喜びを感じられた1日でした。

コロナ禍でまだまだ本格的な活動が難しい状況で

はありますが、可能な活動を積極的に実施していき、

地域に貢献する青年部としての役割を果たしていき

たいと思います。

広島安芸商工会青年部では、令和3年7月26日（月）18時から、JR海田市駅周辺においてごみ拾い等の清掃活動

を行いました。

絆感謝運動

動画で紹介されている以外にも、

海田高校の生徒さんが考案したレ

シピが多数あります。広島安芸商

工会のホームページでご確認いた

だけます。 「海田さつまの素」お近くのスーパー等で好評販売中!!



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 日にち 場所

理事会（13：30） 9月17日(金) サンピア・アキ

青年部 定例会（19：30） 9月16日(木)・10月21日(木) オンライン併用

女性部 定例会（14：00） 9月15日(水) 未定

金融審議会（13：30） 9月8日(水)・10月13日(水) 広島安芸商工会

中小企業診断士 個別相談会（9：00） ①9月6日(月)・10月11日(月)

②9月24日(金)・10月28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） 10月12日(火) 広島安芸商工会

事業継続力強化計画作成セミナー

①啓発セミナー ②計画策定セミナー

①9月13日、27日

②9月21日、10月4日

オンライン

経営計画 ①プレセミナー ②作成セミナー ①9月22日

②10月7日、14日、21日

安芸区民文化センター

オンライン

上手な写真の撮り方・活かし方講座(14：30) 10月27日(水) オンライン＋広島安芸商工会

全国商工会連合会（以下、全国連）は、7月1日、株式会社バトンズと東京海上日動火災保険

株式会社との間で、包括連携協定を締結しました。

中小・小規模М＆Ａの促進に関する包括連携協定を締結

全国連ニュース

株式会社バトンズは、国内最大級の成約実績のあるМ＆Ａ総合支援サービスを展開しており、中小・小規模事業者の

円滑なМ＆Ａ実現をサポートしています。また、2021年からは対面で相談を受ける「バトンズМ＆Ａ相談所」を全国

に展開しています。М＆Ａの知見向上に向けたコンテンツやノウハウ、相談対応マニュアル等の各種ツールを全国連に

ご提供いただき経営支援の資質向上につなげる予定です。

東京海上日動火災保険株式会社は、2017年に全国連と「小規模事業者等のリスクマネジメント支援に関する協定」

を締結しているほか、2020年に株式会社バトンズと提携、デューデリジェンス（合併や買収などの際に対象となる企

業の価値やリスクを調査すること）のサービスと小規模М＆Ａ向けの表明保証保険（デューデリジェンス等で判明しな

かったリスクから生じる買主の損害に対する保険）を組み合わせることで、М＆Ａを取り巻くトラブルを減少させ、円

滑な事業承継を支援しています。

この協定により、全国連が強みとする中小・小規模事業者の身近な相談窓口としての経営支援機能、株式会社バトン

ズが強みとする中小・小規模М＆Ａサポートに関するノウハウ、および東京海上日動火災保険株式会社のリスクマネ

ジメントノウハウを結集・融合することで、中小・小規模事業者の経営資源の散逸を回避するとともに、事業再構築を

含めた生産性向上や創業促進などの実現を図り、地域経済の活性化を目指していきます。

全国連HP、月刊SHOKOKAI 8月号より

http://hiroshima-aki.net/

