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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】

計画策定や補助金申請、法務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やコロナ関連の各所給付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） 4月の開催日程はお問い合わせください。

【日にち・場所】 本所（海田）：3月7日(月) 坂支所：3月24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。

■弁護士による法律なんでも相談会（13：30～17：15） 1社あたり30分ご相談いただけます。

企業法務、民事や家事など、法律に関することならなんでもご相談ください。

【日にち】 3月24日(木) 【場所】本所（海田） 【弁護士】 ひまわり法律事務所 藤岡 達麻 氏

＜お申込み＞同封の申込用紙にご記入のうえ、ファックスでお申込みください。

・令和3年補正・令和4年予算による各種補助金

・新型コロナ関連支援情報

・資本制劣後ローンとは

・実質無利子貸付3月末まで

・ビジネスフェア中四国出展報告

・全国商工会連合会報告 など
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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

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. 2020年4月以降の連続する６か月のうち任意の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。「2020年10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と比較して5％以上減少していること

2. 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)

3. 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5回 公募締切：令和4年3月24日（木） （令和4年中に3回程度の公募を予定）

売上高10％要件の緩和（第5回より）

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になりました。

また、売上高が10億円以上の事業者であって、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合に

は、当該事業部門の売上高の10％以上でも要件を満たすこととされました。

申請類型 補助上限額 (※1) 補助率

最低賃金枠
（最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の
厳しい事業者に対する支援）

500万円、1,000万円、
1,500万円 (※2)

中小3/4
中堅2/3

回復・再生応援枠
（引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者支援）

通常枠
（事業再構築に取り組む事業者に対する支援）

2,000万円、4,000万円、
6,000万円、8,000万円(※2)

中小2/3
中堅1/2
(※3)

大規模賃金引上枠
（多くの従業員を雇用し継続的賃上げや増員で生産性向上させる事業者支援）

1億円

グリーン成長枠
（グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題解決に取組む事業者支援）

中小1億円、中堅1.5億円 中小1/2
中堅1/3

■ 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以下の見直し・拡充が図られます。

（※1）補助下限額は100万円 （※2）従業員規模により異なる （※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）
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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。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

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。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。また、インボイス方式への対応を見据えた会計ソフト等のITツール導

入促進のための補助率の引き上げ、クラウド利用料の

２年分の補助、ＰＣ等のハード購入も対象となります。

＜対象・（）内は補助率＞

ITツール・・・50万円（3/4） 50～350万円（2/3）

PC、タブレット・・・10万円（1/2） レジ・・・20万円（1/2）

ＩＴ導入補助金

ものづくり補助金

成果事例

活用事例を
チェック!!

IT戦略を検討

ITプラットフォーム

低感染リスク型ビジネス枠は9次締切で終了しました。

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

詳細は近日公開予定です。

最新情報を確認
IT補助金サイト

小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）は令和4年3月9日締切分をもって終了となります。

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。加えて、令和４年度は賃上げや事業規模の拡大（成長・分配強化枠）や創業や後継ぎ候補者の新た

な取組（新陳代謝枠）、インボイス発⾏事業者への転換（インボイス枠）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。

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。

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「持続化補助金ページ」をご確認ください。

ホームページ
開設・改修

ネットショップ
開設

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）

申請類型 補助上限額 補助率

通常枠 50万円 2/3
（※成長・分配強化枠の一部の類型
において、赤字事業者は3/4）成長・分配強化枠 200万円

新陳代謝枠 200万円

インボイス枠 100万円

広島県商工会連合会

持続化補助金ページ
公募要領など詳しい内容は近日公開される予定です。
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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。

広島県感染症拡大防止協力支援金

（第7期・第8期）

令和4年1月9日から1月31日まで（第7期）、2月1日から2月20日まで（第8期）

に、「期間の全日」において、県の要請に協力して休業や時短営業を実施した事業

者に感染症拡大防止協力支援金が支給されます。

【申請期限】 第7期 : 3月18日 第8期 : 4月11日

広島県感染症拡大防止協力支援金

（第9期）

【申請期間】 3月7日～4月25日

令和4年2月21日から3月6日まで（第9期）に、「期間の全日」において、県の要

請に協力して休業や時短営業を実施した事業者に協力支援金が支給されます。

【お問い合せ】 広島県協力支援金センター 082-248-6851

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】 1月分 3月31日

2月分 4月30日

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。

※ 売上が70％以上減少した場合の上限金額が拡大されました。

（「飲食店の休業・時短営業の影響により売上が減少した」場合に限る）

【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、広島県のフリーダイヤルにてご確認ください。
社会保険労務士費用の最大10万円
補助は、R4.2月末で終了しました。

県の社会保険労務士相談窓口 【TEL】 0120-570-207 【時間】9：00～12：00 13：00～16：00（平日）

R4.3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

▲50％以上 50万円 100万円 150万円 250万円

▲30～50％ 30万円 60万円 90万円 150万円

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。

⇒

売上30％以上減で
支給率10/10

助成額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～70％未満 上限20万円／月 上限10万円／月

70％以上～90％未満※ 上限40万円／月 上限20万円／月

90％以上※ 上限60万円／月 上限30万円／月

要請内容 支援金額

ゴールド
認証店

選
択

休業又は２０時までの時短（酒類提供なし） 3万円～

２１時までの時短（酒類提供２０時まで） 2万5千円～

非認証店 休業又は２０時までの時短（酒類提供なし） 3万円～

要請前に「酒類の提供」，「20時
から５時までの間に営業を行っ
ていること（閉店時間が20時以
降であること）」の１つ以上を満
たしている店舗が対象です。

３月分は酒類提供が選択制となる
ため，上限額の拡大はありません。

【50％以上減少の上限額】
中小法人20万円
個人事業者10万円
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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】1.21%（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 1.06％ 国民事業 1.21%

【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

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

【申し込み・お問い合わせ】

広島市産業振興センター中小企業支援センター

℡ : 082-278-8032 メール ： assist@ipc.city.hiroshima.jp

販路拡大につながる見本市等への出展経費の一部を助成します!!

令和４年度 見本市等出展助成金（第１回）募集

新技術又は新製品の研究開発、創意工夫により実用化・商品化したものを、見本市・展示会など（以下「見本市等」）に

出展する際の経費の一部を助成する制度です。構成員の３分の２以上が広島広域都市圏内(海田町、坂町を含む)に

主たる事業を有し、かつ、１者以上が広島市内に主たる事業所を有する中小企業者の団体・グループが対象です。

特別利子補給は、令和4年3月で終了となります。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!!

コロナマル経、コロナ特別貸付【日本公庫】は令和4年４月以降も利用可能です。

【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）

助成限度額 ： 20万円 助成率：対処経費の２分の１以内

販路開拓

令和４年度 見本市等

出展助成金（第１回）

募集サイト

【申請期限：令和4年3月18日】
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税務情報

■インボイス制度が導入される意味とは

消費税制度では、流通の過程で、消費者や事業者が売上で受け取った消費税から仕入れ（経費）で支払った消費税

を引いた差額を納付することになっています。しかし、現在は免税事業者については消費税の納付が免除されていま

すので、本来は国に納付される消費者や事業者が負担した消費税の一部が、納付されずに免税事業者の収益になっ

ています。この納付されていない消費税を納付されるようにすることがインボイス制度導入の目的です。

インボイス制度が始まると、課税事業者が免税事業者から仕入れ（経費）で支払った消費税を、その課税事業者が負

担することになります。そのため、課税事業者は免税事業者との取り引きをやめて、別の課税事業者との取り引きに

切り替える可能性があります。免税事業者がこれまでどおり取り引きを続けるためには、課税事業者になることを選

択する必要がでてきます。

■インボイス制度への対応手順について

①免税事業者は課税事業者になるかを決める。

前述のように、免税事業者は課税事業者になるかどうかを決める必要があります。

インボイス制度が始まる令和5年10月からインボイス制度に適応した請求書を発行

するためには、令和5年3月までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し

なければなりません。

②インボイス制度に対応した請求書（領収書）を準備する。

請求書、不特定多数の相手に販売等を行う事業者は、インボイス制度に対応したレシートや領収書を準備する必要

があります。これまで手書きの領収書を発行していた事業者は、インボイス対応したレジ等レシート発行ができる機

器の導入をするのが現実的です。手書きの領収書では複雑な記載をすることは難しいため、現在使用しているレジ

やレシート発行機器がインボイス対応しているかどうか、早めに確認しておきましょう。

■課税事業者は取引先、経費支出先のインボイス対応状況を確認しましょう

インボイス制度が開始されるまでに、取引先がインボイスに対応するかどうかの確認をする必要があります。飲食店

や個人タクシーなどを利用する際には、事前に確認するのがよいでしょう。従業員にも周知しなければなりませんの

で、社内のルール作りと周知が必要となります。なお、経過措置として、インボイス制度に対応していない免税事業者

等からの仕入や経費の支出については、、令和5年10月から令和8年9月までは80％を、令和8年10月から令和11

年9月までは50％を、支払った消費税から控除して計算することが認められています。

消費税の仕組みとインボイス制度について

令和3年分の確定申告については一律の期限延長はございませんので、通常のスケジュールでご準備・ご対応

くださいますようお願いいたします。

【商工会への相談期間】 令和４年２月１日（火）～３月４日（金）

【税務署への申告期限】 所得税：３月１５日（火） 消費税：３月３１日（木）

確定申告の申告期限 所得税は3月15日まで

■新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な場合について

オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間（申告所得税：２月16日～３月15日）にかけて、

感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加

することが想定されることから、令和３年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告

等が困難な方については、令和４年４月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請する

ことができるようになりました。詳しくは海田税務署（823-2131）までご相談ください。
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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

■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〜

令和５年（2023年）10月から導入される適格請求書等保存方式（インボイス制度）。具体的に現場で発生しうる事

象を想定し、経理担当者や関係者が混乱せず、取引先とトラブルにならないためのポイントをお伝えします。

（収録：2021年11月25日 公開期限：2022年4月30日）(80分)

■「鎌倉殿の13人」主人公 北条義時に学ぶナンバー２学 （前編・後編）

2022年NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」は鎌倉時代の誕生と完成の物語。主人公の北条義時は源頼朝の妻・政

子の弟で、頼朝亡き後に執権となり鎌倉幕府を完成させる。鎌倉時代とはどんな時代か、北条義時らの生きざまに

何を学ぶべきか、組織がナンバー２や補佐役をどうつくるのか、ナンバー２を目指す人はどうすべきかを論じます。

(前編40分・後編17分）

■資金繰り表と事業再構築でコロナ危機を乗り越える

コロナ禍で融資を受けることで生き抜いている経営者のなかで、もし、この動画で紹介する「すでに倒産してしまった

企業の経営者と同じ考え方」に陥っていたら要注意。危機を乗り越えるために必要な“潰さないための道具”資金繰

り表と“キャッシュを生み出す状態に変える”事業再構築の必要性をお伝えします。(31分)

＜12月の視聴ランキング 上位のセミナー＞

1位・・・『改正食品衛生法のポイント ～HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理～』

2位・・・『ハラスメント講座 ～新型コロナウイルス環境下でのストレス対策～』

ID：*****パスワード：*****

＜その他 おすすめのオンラインセミナー等＞

3月・4月のおすすめ!!

令和4年予算に基づいた支援制度を確認することができます!!

「令和４年度中小企業向け支援制度合同説明会」の開催について

令和４年度の国・県・市の補助金，助成金を中心に紹介する支援制度合同説明会をオンライン方式（Zoom)にて開催

します。 令和４年度予算の成立を前提にした内容です。支援制度活用のご参考に、ぜひご参加ください。

開催日時 ： 令和4年3月14日（月） 13：30～16：30

対象者 ： 県内の中小企業者及び関係団体、創業予定者 定員 ： 200名

＜カリキュラム＞

第1部（１３：３０～） ・国の支援制度（中国経済産業局） ・雇用関連の助成金（広島労働局）

第2部（１４：５５～） ・県の支援制度（広島県） ・市の支援制度（広島市）

主催:広島県

【お申し込み】 右のQRコードからＺｏｏｍの事前登録ページにアクセスしてお申し込みください。
お申し込み

ページ
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資金調達・資金繰り

メリット・デメリットをしっかりと見極めましょう

「資本性劣後ローン」のご利用は慎重な検討を!!

金融機関から新たな融資を受けるために「資本性劣後ローン」の利用を勧められるケースがあります。資本性劣後

ローンとはどのようなものでしょうか。

【資本性劣後ローンとは】

資本性劣後ローンとは、他の特定の債権または一般の債権より支払い順位が劣るため、株式と性格が似ており、金融

機関の審査では資本として扱われるローンのことです。

通常、お金を借りると債務が増えるため、自己資本比率などの経営指標が悪化し、追加融資が難しくなるケースがあり

ます。しかし、資本性劣後ローンは自己資本と見なされますので、自己資本比率は悪化するどころか、むしろ改善する

ことになるので、民間金融機関からの融資が受けやすくなるというものです。資本性劣後ローンは、政府系金融機関で

ある日本政策金融公庫が融資しますので、”国からの期間限定の出資”といえるかもしれません。

＜デメリット＞

リスクが通常の債権よりも高いので、利子も通常より高めに設定されているのが一般的です。また、返済期限（新型コ

ロナ対策資本性劣後ローンの場合15年、20年も可能）になると一括返済する必要があります。そのため、返済期限に

財務状況が改善されていない場合、返済不能に陥る可能性があります。

⇒資本性劣後ローン検討の際は、税理士、商工会などできるだけ多くの関係者に相談することをおススメします。

資産 負債

資本
（純資産）

資産 負債

資本
（純資産）

資産 負債

資本
（純資産）

借入金

＜通常の借入の場合＞

＜資本性劣後ローンの場合＞

＜借入前の財務状況＞

借入金は「負債」となり、自

己資本比率は悪化します。

借入金が「資本」とみなさ

れることで、自己資本比率

は改善するため、追加融資

を受けやすくなります。

＜借入後の財務状況＞

融資を受けると

利子補給制度（実質無利子）の適用は令和4年3月末まで

日本政策金融公庫のコロナ特別貸付を活用してみませんか?

日本政策金融公庫のコロナ特別貸付は、信用力や担保に依らず一律金利で、融資後の３年間まで0.9％の金利が引き下

げられます。さらに要件を満たせば利子補給制度による3年間の実質無利子が適用されます。返済期間は運転資金で最

長15年、設備資金で最長20年が可能です。元金据置期間を最長5年とることもできます。

利子補給制度（実質無利子）は令和4年3月末で終了することが決まっています。要件に当て

はまるようなら、長期的な資金確保のために利用を検討されることをおススメします。

【通常の借入と資本性劣後ローンの違い】
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各種サービス

これまでの会報でご紹介したサービスの一部を改めてご紹介いたします。共通しているのはＷＥＢでの情報発

信です。少しずつ実践・継続していくことで効果が期待できると思われますので、まずは試してみるところか

ら始めてみてはいかがでしょうか。

販路開拓・人材確保などに役立つサービスについて

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

人手不足の解消にもつながる!!

国内外とのビジネスマッチングサイト 資金調達・販路開拓に活用できる!!

早めの準備が成功につながる!!

「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。

購入型クラウドファンディング

商品やサービスを購入してもらう「購入型クラウド

ファンディング」は、創業期や新商品・新サービス展

開時などにおいて幅広い業種で活用できます。

【ご相談は「KAIKA（かいか）へ】

KAIKAは、広島・山口・福岡で

購入型クラウドファンディングを

支援している会社です。専任の

担当者に相談しながら進められ

るため、初めてでも安心です。

ふるさとをみたす
KAIKA

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】

リクルート広島営業担当 : 恵美雅弘

（080-7087-1688 ）

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

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

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

CASE STUDY

取り組み事例

採用ページ

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



去る２月２日（水）、３日（木）に広島県立総合体育館（グリーンアリーナ）で開催されたビジネスフェア中四国に参加しま

した。広島安芸商工会が支援した商品で、ひとつは海田町特産品として海田高校家政科生徒と㈱ますやみそが開発した

「海田さつまの素」、もうひとつは坂町の折出海産の牡蠣加工品「オリーブオイル漬け・アヒージョ・デッィプソース」で販路

拡大のためにパッケージの作成支援を実施した商品です。

昨年度は新型コロナウイルスの影響により中止となりましたが、本年度は感染症対策を実施したうえでの開催となり、

２日間での来場者は1,000名（主催者発表）でした。会場には中四国の各地から160社が出展し首都圏をはじめ近隣地

域のバイヤーとの商談が実施され、当会の出展者も積極的にバイヤーに対してＰＲを実施しました。

商談では商品に興味を持っていただき、社内検討用のＦＣＰシート（規格書）や会社概要、見本品を持ち帰り取引の検討

を行っていただくなど、大変良い感触もあり今後の展開に期待できる商談もありました。また、首都圏で販売するには～

のような工夫をして欲しいなどの要望もあり、大変貴重なご意見もいただけました。

今後は商談したバイヤーとの継続協議や商品のブラッシュアップなど成約に向けた取り組みが必要です。商工会として

今回の出展に向けて、会社概要・ＦＣＰシート（規格書）・商談用チラシの作成や、出展ブースの装飾品の作成、商品の見せ

方、有効な商談方法など専門家の力を借りながら事前の支援や当日のブース装飾や運営、実際の商談などのお手伝い

も行いました。今後も成約のための継続した支援を実施していく予定です。

商工会報告
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ビジネスフェア中四国2022に出展【販路開拓事業】

【海田さつまの素出展ブース】

当初は海田高校家政科生徒による試食ＰＲを実施する予定でしたが、新型コロナウイルスの影響により参加

できませんでしたので、代わりにパネルを設置し高校生発信のコラボ商品であることを表現しました。

【折出海産出展ブース】

中央には「光真丸の大漁旗」、テーブルには各種商品を陳列しその横で試食と商談が行えるスペースをつくり

ました。また商品横には殻付きの牡蠣とともに牡蠣打ちを並べ牡蠣の生産者である雰囲気を出しました。

最後に 次年度出展希望の事業者に向けた支援も既に始まっています。販路開拓したいなどご相談ください。



中小企業、小規模事業者のクラウド活用による経営力アップへの取り組みを表彰する「全国中小企業クラウド実践大

賞」の全国大会が12月10日に開催され、商工会会員の3事業者が受賞した。地方大会での受賞者を含めると、商工

会会員8事業者が表彰された。

「全国中小企業クラウド実践大賞」で、商工会会員8事業者が受賞
全国連ニュース

全国連HP、月刊SHOKOKAI 2月号より

同実践大賞は、全国商工会連合会や日本商工会議所など中小企業団体で構成するクラウド実践大賞実行委員会が主

催し、2019年からスタート。今回は、エントリーのあった54社のなかから、書面審査を経たモデル事例40社（うちコ

コンテスト出場39社）が地方大会へ進出。5ヵ所の地方大会で受賞した12事例が全国大会に集まった。

●全国商工会連合会会長賞

株式会社村ネットワーク

（大分県:豊後大野市商工会）

野菜の受託加工における自動見積も

りシステムの導入によるDXの推進

全国中小企業クラウド実践大賞は、クラウドを活用して新規事業創造、収益向上、業務効率化

を実現した中小企業等の実践事例を発掘し、広めていくためのプロジェクトです。身近な他社

事例から学び実践することで、クラウド活用のきっかけとして、さらにはビジネス拡大の参考

に、全国大会動画をご覧ください。
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当日、参加者はオンラインで公開プレゼンテーションを実施。自社で実践するクラウドサービスを使った収益力向上や

経営効率化への取り組みと、その成果を披露した。同委員会では、今回の受賞事例をはじめエントリー事例（39社）に

ついて、委員会の構成員が主催する中小企業・小規模事業者らへのデジタル化促進を目的としたセミナー活動など

で紹介していく。

＜商工会からの参加3社＞

全国大会動画は
こちらから!!

●全国中小企業団体中央会会長賞

NPO法人新座子育てネットワーク

（埼玉県:新座市商工会）

コロナ禍でも止まらない支援で、子育

て支援のクラウド活用を牽引

●クラウドサービス推進機構理事長賞

株式会社能登島マリンリゾート

（石川県:能登鹿北商工会）

1日50回の電話から1日50件のwebへチェ

ンジ。ストレス軽減＋売上向上！

YouTube動画作成講座では集客につなげるための基本的な操

作方法やスマートフォンで動画撮影してパソコンで編集する方法

などを学んでいただきました。また、インスタグラム活用講習会で

は、基本的な操作方法や商・やサービスを広くPRするための手法、

活用事例などを紹介しました。

両日とも多数の方に参加いただき、、ご参加の全員が「参考に

なった」とご回答いただけたことからも、とても有益な講習会だっ

たと思われます。

「YouTube動画作成講座・インスタグラム活用講習会」開催報告

令和4年1月13日㈭にYouTube動画作成講座を、1月19日㈬にインスタグラム活用講習会を開催しました。
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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

理事会（13：30） 3月25日(金)・4月22日（金）

青年部 定例会（19：30） 3月17日(木)・4月21日(木)

金融審議会（13：30） 3月16日(水)・4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） ①3月7日(月)・4月上旬（未定）

②3月24日(木)・4月下旬（未定）

①広島安芸商工会(本所)

②広島安芸商工会(坂支所)

法律なんでも相談会（13：30） 3月24日（木） 広島安芸商工会(本所)

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】

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 ： 860（船越175 海田445 坂178 区外62）令和3年11月末現在

必要部数 ： 全会員へ配布の場合…920部 (予備含) 支所のみの場合…船越200部 海田450部 坂200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

http://hiroshima-aki.net/

