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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、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）：11月14日(月) 12月12日（月） 坂支所：11月24日(木) 12月26日（月）

【専門家】 中小企業診断士 渡貫 久

⚫ 完全予約制：お申込みは各支所へ

⚫ 1回あたり2時間程度

ＹｏｕＴｕｂｅは動画に、インスタグラムは写真・動画に特化したＳＮＳです。現在はマス広告よりも個人

や企業が直接発信するＳＮＳ情報で消費行動が左右される時代です。それぞれの特徴を活かすことで効果的な

販売促進、会社ＰＲをすることができます。

今回は昨年度からステップアップした”中級編"として開催します。無料で取り組めるものを活用して集客

増・売上増につなげましょう。

詳しい内容、お申込みは同封チラシをご覧ください。

インスタグラム活用講習会（中級編）
現在、インスタを活用し集客を図っている方、フォロワー

数をもっと増やしたい方に最適です。

日時：令和4年11月22日（火） 15：00～17：00

場所：サンピア・アキ3階 白鳥の間

定員：20名

締切：11月18日（金）

ＹｏｕＴｕｂｅ動画作成講座（中級編）
シナリオ作成から動画・サムネイル作成、チャンネル運営

まで、YouTubeで集客するコツが学べます。

日時：令和4年11月29日（火） 15：00～17：00

場所：サンピア・アキ3階 白鳥の間

定員：20名

締切：11月25日(金)

集客増・売上増につながるＳＮＳ活用法を学んでみませんか?

無料でここまでできる!!

安芸地区新年互礼会の中止について【お知らせ】

例年１月４日（土日の場合は翌月曜日）にサンピア・アキで開催しております安芸地区新年互礼会ですが、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、今回も中止させていただくこととなりました。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

■第二創業 個別相談会 （13：00～17：00）

第二創業とは、ベースとなる既存事業を保持しつつ、経営の革新をはかるものです。事業を刷新して業態を転換し
たり、新しい分野へ進出したりすることを指します。 詳しい内容、お申込みは同封チラシをご確認ください。

【日にち】１１月１5日（火） 【場所】広島安芸商工会 本所（海田）

【専門家】中小企業診断士 大島 季子
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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

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】 1.13% （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 1.03％ 国民事業 1.13%

注意：利率は条件により異なります。

【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

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）

R4.11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）

⇒

コロナマル経、コロナ特別貸付は12月末まで利用できます。日本公庫の融資に関するご相談は各支所へ。

12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％）

＜広島県 飲食事業者チャレンジ応援事業＞ 【申請期間】 令和4年10月17日～12月28日

【対象】広島県内に主たる事業所を有し，広島県内で飲食業を営む中小事業者（個人事業者含む）

【助成対象期間】令和5年4月28日まで 【支給上限額】30万円（下限額10万円、補助率9/10）

【助成内容】パーテーション、換気設備、キャッシュレスシステム導入、テイクアウト・デリバリー導入 ほか

※「特別利子補給制度」は9月末で終了しました。

【申し込み・お問い合わせ】 海田町 企画部 魅力づくり推進課 082-823-9234

海田町感染防止対策・生活応援クーポン（第4弾） 取扱店募集中!! 登録で3万円支給されます

コロナ禍における原油価格・物価高騰等により大きな影響を被った地域経済の活性化及び地域住民の生活支援を

目的として発行する「海田町感染防止対策・生活応援クーポン（第４弾）」の取扱店舗を募集します。

発行総数 2,400円/人 × 約31,000枚（海田町の全住民）

使用期間 令和4年12月1日～令和5年1月31日

申請期限 令和4年12月28日 （11月以降の申込みは登録店MAP掲載は海田町HPのみ）
海田町HP

クーポン第4弾

飲食事業者チャレンジ
応援事業サイト
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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。

登録期限まであと5ヶ月!! 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」をしましょう!!

■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

請求書発行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等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

ネット購入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など、保存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年を切りました。どのような影響があるのか、その一部をご紹介します。

11月24日（木） 14：00～

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

9月に参加されていない方は、ぜひ

ご参加ください!!（経理・総務担当者も)

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

■忙しい方は「特集インボイス制度（国税庁特設サイト）」 で制度理解と対応検討をすすめましょう。

①右のQＲコードから、トップページのYouTubeチャンネル「消費税インボイス制度特集」に移動。

②まず、動画№14or15を視聴して、その後で10～13を視聴するとわかりやすいと思います。
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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10回締切】 令和4年12月9日（金） 【第11回締切】 令和5年2月下旬

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8回公募締切】 令和5年1月13日（金）

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

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。

【13次申請締切】 令和4年12月22日（木）

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（最終）】 令和4年12月22日（木） （通常枠：第9次）

令和5年1月19日（木） デジタル化基盤導入枠：第18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

check!!

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

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

＜ 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。

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。



J-GoodTech(ジェグテック)で取引先開拓してみませんか?

ジェグテックは、日本の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。

経済産業省所管の独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。国内外の企業へ情報を発信し、最適なビジネスパー

トナーを見つけ、製品開発や新規取引に結びつけられるように登録企業を支援します。自社製品や技術情報のプロモーション、

ニーズに合わせた法人情報の検索ができるだけでなく、登録企業同士であれば直接の情報交換やマッチングも可能です。さらに

中小機構のコーディネーターによるマッチングサポートも実施しています。

■ジェグテック登録で利用できる４つのサービス （すべて無料で利用できます）

➀企業検索・製品検索…業種、分野、地域など検索範囲を絞って登録企業を検索できます。

②自社アピール…自社専用ページで、製品・技術・サービス等を国内外に発信できます。

③ニーズ検索…大手・中堅・中小・海外企業のニーズを確認、商談することができます。

➃トピックス…登録企業同士で最新情報の告知やアイデアの交換ができます。

■まずは「マッチング成功事例」を見てみましょう!!

ジェグテックのホームページで「中小企業×大手企業」「中小企業×中小企業」「中小企業×海外企業」など、マッチングを成功させ

た企業の具体的事例を見ることができます。マッチング成功事例を紹介した動画もあります。ほかにもジェグテックホームページ

では、各種マッチングイベントの様子やビジネスパートナーとなり得る企業を動画で紹介しています。登録すれば自社アピールが

可能となり、他社のニーズを見ることができます。

■ジェグテックに登録、相談してみましょう。
ジェグテックホームページの「新規登録」画面から登録できます。登録後に、活用の仕方や自社アピールの方法など、中小機構の

担当者に相談してみましょう。

■お問い合わせ
(独)中小企業基盤整備機構 中国本部 企業支援課 ジェグテック担当

℡：082-502-6558 E-mail：keiei-chugoku@smrj.go.jp

信頼できるパートナー企業と出会える

海外企業

約7,800社

大手企業

約800社

国内中小企業 約22,000社

企業情報の発信 企業情報の検索

直接の面談・情報交換

コーディネーターによるマッチングサポート

登録企業数（2022年8月末現在）

募 集 対 象

国内外での技術提携や販売提供など、広く事業展開を目指す中小企業

■製造業…製造業や情報サービス業として固有の技術を持っている企業（製造企画関連、ソフトウェア関連を含む）

■サービス業…対事業所向けサービスを営む企業で、主に「モノ」を対象とするサービス業（貨物輸送、倉庫・保管、据付・

修理・保全等）及び「情報」を対象とするサービス業（情報処理、人材確保・活用、販売促進・広告等）

■流通業 ■卸売業（生産財、消費財） など... 製造業に限りませんが登録できる業種に制限があります。

ジェグテック マッチング成功事例 検索

7
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インボイス対策セミナー 開催報告

9月27日（火） サンピア・アキにてインボイス対策セミナーを開催しました。

GO&DO篠原税理士法人 石森仁美税理士を講師にお招きし、制度だけでな

く実務での影響とその対応方法などについて、わかりやすく説明していただき

ました。

質疑応答では、多くの参加者から質問があり、時間内にご回答できなかった

方には、終了後に対応するほどでした。実務についてどう対応していけば良い

か現時点では答えが出ないケースもありました。

ご準備がまだの方は、できるだけ早めにご対応をお願いいたします。

商工会報告

商工会

スマートフォンで撮る写真・動画活用セミナー 開催報告

10月12日（水）に、「スマートフォンで撮る写真・動画活用セミナー」を開催しました。

次回は11月24日開催予定（お申込受付中）

講師に森下彰三氏（Shot Production）と清水明華氏（アンフィニボイス）をお招

きして、スマートフォンで撮る写真と動画の活用方法や商品・人物をアピールできる

取り方などを実際に撮影しながらセミナーを行いました。

光の当たる角度で印象が変わってくる点などが大変わかりやすく、受講された皆

様にも大好評でした。 次回は撮った動画や写真の編集編を実施する予定です。

坂町補助事業

青年部
家族親睦会 in 海の家スリーシェル 開催報告

青年部では、9月4日（日）に江田島市大柿町にある「海の家スリーシェル」にて

家族親睦会を行いました。

8家族、総勢21名が集まり、BBQや海のアクティビティを楽しみました。ビーチ

フラッグやスイカ割りのレクでは大人も子供ハッスルして大盛り上がり！！普段、

一緒に活動している青年部のメンバーをご家族に知ってもらう機会となり、子供

同士や奥様同士でも交流が図れたことで、より青年部活動に対しての理解が深ま

りました。

今後も、家族を含めての活動も継続して、青年部としての活動をより活発にして

いきたいと思います。

・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

＜青年部員大募集 ＞



女性部

絵手紙講習会 in 筆の里工房 開催報告

女性部員15名、事務局2名、熊野町商工会女性部長・伊藤真由美様が参加

し、栗やドングリなどをモチーフとし、それぞれ個性的な絵を絵手紙に書き

ました。昼食では伊藤部長と意見交換をするなど有意義な時間を過ごすこ

とができました。

また、筆の里工房での講習会終了後には里の駅トモビオパークと道の駅西

条のん太の酒蔵への視察を行い、参加者全員、有益な講習会となりました。

令和4年9月18日（日）に、研修部会の企画事業である「絵手紙講習会」を筆の里工房（熊野町）で開催しました。

広島県商工会連合会
「ひろしま夢ぷらざ」リニューアルオープン！

県内各地域の特産品の展示・販売、観光情報やイベント情報などを発信している市町

村情報センター「ひろしま夢ぷらざ」が、9月7日（水）にリニューアルオープンしました。

当日はオープンニングセレモニーが行われ、酔心山根本店が提供するふるまい酒を先着

100名にプレゼント。多くの人が来店し賑わいました。

今回のリニューアルで新たに誕生したのは、手作りのお弁当やお惣菜コーナー。お土産

が中心だった商品ラインナップにデイリー使いできるお弁当、お惣菜、パンやサンドイッ

チを加えることで、さらに幅広いお客さまの利用を目指します。

さらに全国でも有数の酒処をPRするため、酒類の商品ラインナップを充実。店内奥の

壁一面を使い、県内31の蔵元の日本酒はもちろんのこと県内産のワインやクラフトビー

ル、リキュールなどを取り揃えています。

これまでなかったイートインコーナーでは、県内の牧場から直送されるミルクを使った

ソフトクリームを販売。マシーンはイタリア製の最高級マシーン「カルピジャーニ」を採用。

新鮮な原材料と最高級のマシーンで作るソフトクリームは格別です。9月は三次市のあ

せひら乳業のミルク、10月には東広島市豊栄町のトムミルクファームのミルクが登場予

定。今後はほぼ月替わりで様々な牧場のミルクが登場します。

今回のリニューアルでは、商品を新たに追加しただけでなく、見えやすい、分かりやす

いレイアウトにもこだわりました。これまで人気だった店頭販売や定番商品は残しつつ、

新しい魅力が加わった新しい「ひろしま夢ぷらざ」。宝物を探すような気持ちで店内を散

策してみませんか？

オープニングセレモニーの様子

大好評のお弁当・お惣菜コーナー

酒処ならではの品揃え

「もごのたこらいす。」ひろしま夢ぷらざに出品開始

会員事業所の「もごのたこらいす。」（南区堀越）が、10月7日（木）より「ひろしま夢ぷらざ」

に毎週木曜日10食限定でタコライス（税込700円）の出品を開始いたしました。

タコライスとは沖縄発祥の料理で、ご飯の上にタコミート（ひき肉と野菜を煮込んだもの）、

チーズ、レタスを載せた料理です。本通りにお越しの際は、ひろしま夢ぷらざにご来店いただ

き、タコライスをご賞味いただければと思います。
9



全国商工会連合会

国への支援要望に向けて森会長らが被災地を視察

8月3日から東北・北陸地方で広範囲にわたって降り続いた大雨。河川の氾濫や土砂崩れなどで、多くの事業者が大きな被害

を受けた。浸水被害を受けた事業者では、店舗在庫商品や車両、大型機械などが水に浸かり廃棄せざるを得なくなったほか、

土砂崩れなどによる建物や設備の倒壊なども発生した。

被災地域では商工会館にも被害が発生しているなか、商工会職員などが懸命に被害状況を集計。9月9日時点での推計被害

額として、青森で約10.8億円、新潟で約7.6億円、山形で約2.4億円、石川で約1.8億円、福島で約1.6億円となっているほか、

秋田や福井でも被害が発生している。復旧までの期間は休業を余儀なくされることから、推計金額以上の影響になることは避

けられない状況だ。

そうしたなか全国連の森義久会長は8月31日に山形県連、9月5日に石川県連、6日に福島県連、8日に新潟県連、9日に青

森県連を相次いで訪問。山形、新潟、青森には越智顧問も同行した。見舞金を手渡すとともに、ヒアリングや被災現場の視察を

通して被害状況の把握に努めた。

－ 7月の参議院選挙で当選され、全国連の新顧問に就任された直後に豪雨災害が発生しました。

まず、大きな被害を受けた事業者の皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。災害の発生以降、各地の商工会から情報

を収集し、松村議員、渡辺議員、宮本議員ら先輩方とともに被災地への支援が受けられるよう引き続き活動してまいります。

心がおれるような状況であると思いますが、私たちも被災された皆様が、一日も早く復興できるよう努力したいと思います。

－ 災害は地域の衰退を加速させる危険性もあると思います。

私自身も西日本豪雨での被災経験がありますが、そのとき周りで2件の廃業がありました。商工会地域は人口の減少が顕

著ですが、中小・小規模事業者が雇用全体の約7割を担っているというデータもあります。地域の雇用を担う事業者の復興

を後押しし、地域の生活を守っていくことが私の使命であると肝に銘じて活動してまいります。

また、事業継続力強化計画など災害に備えた取り組みを、商工会地域でもっと浸透させるために力を尽くしていきたいと

考えています。長期的に見れば、どうしても災害の記憶は風化していってしまうもの。そのとき過去の記録や実績をデータと

してまとめておけば、定期的な振り返りや、被災直後の混乱期でもこれらを復旧復興に有効活用できると思います。こうし

た部分でのデジタル化は必要だと考えています。

－ 全国の商工会員の皆様にメッセージをお願いします。

「現場の声を届けること」が私の仕事。しっかりと被災地の実情に応じた支援の必要性を訴えていきます。商工会地域は豊

かな自然の恵みを受けつつも、一方でその自然が猛威を振るうこともあります。災害復興支援などは、都市部よりも手厚く

する必要があると思います。そのうえで地域の人口減少に歯止めをかけるべく、事業者の経営力をアップさせるための支援

の充実に、さまざまな角度から取り組んでまりいます。

私が青年部に入ってから16年。立場は変わっても「地域をよくしたい」という考えは一度も変わっていません。商工会に関

わる皆様の声を聴きながら、これから精一杯取り組んでまいりますので、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

令和4年8月豪雨災害

＜広がる支援の輪＞

今回の災害でも被災地周辺の青年部員らがいち早く支援に駆けつけ、支援物資を届けつつ、排

水路や事業所に流入した土砂のかき出しや清掃作業に従事するなど、支援の輪が広がっている。

また、被災地域の青年部員も自らの事業所が被災しているなか、所属する消防団での活動などを

通じて地域の安全確保や道路の復旧作業などに携わり、献身的に活動している。

多くの商工会地域が人口減少や高齢化、コロナ禍や相次ぐ自然災害で疲弊しているなか、こうし

た災害は事業者の廃業が加速することが危ぶまれる。商工会は組織をあげて被災事業者を支援

するとともに、国に一層の支援を求めていく。

全国連ホームページ
令和4年8月豪雨災害

越智俊之新顧問に聞く～被災地の復興に力を尽くす
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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

■これからの企業ブランディング〜SDGｓとパーパス（存在意義）とコミュニケーションデザイン

企業活動とは切り離せない「広告」。近年その手法や効果に大きな変化が起きています。そのひとつが

SDGsやパーパス（存在意義）を強く意識していることです。お客様と社員から共感、愛着、信頼を勝ち

取り、生産性と創造性を高める手法を広告・ブランディングの専門家が具体的に解説します。(43分)

【講師】 福井崇人 アートディレクター／クリエイティブディレクター カンヌ、ニューヨークADCなど国内外の広告賞受賞歴多数

■労働問題で足をすくわれない経営を目指して

「能力不足の社員は解雇できるのか」「パワハラがひどい」などの労働問題は会社の経営を停滞させる

だけではなく、職場環境の悪化、従業員のモチベーションを大きく低下させます。労働問題の会社側の

弁護士が実例を交えながら労働問題の対策についてわかりやすく解説いたします。(61分)

【講師】 米澤章吾 米澤総合法律事務所 代表弁護士 企業法務として顧問業務、労働事件を中心に実績多数あり

■社労士が考える 円滑な人間関係を築くためのコミュニケーション術

ハラスメント防止やメンタルヘルス対策に取り組む社会保険労務士。本セミナーではコミュニケーション

のモデル事例を紹介し、自分の性格と相手の性格の違いを知ることの大切さをお伝えします。(33分)

【講師】 大野ゆかり 心理学やカウンセリング技術を活かしてハラスメント対策などに取り組んでいる

■人手不足をあきらめない！ 小さな会社の人材確保法

「欲しい人材が採用できない、新入社員がすぐ辞めてしまう、 思うように活躍してくれない」 良い人材

を採用するまでに必要なポイントは何か？ 魅力的な求人内容とは？ 離職を防止するための対応とは？

採用業務を多数行ってきた経験から、採用担当者のお悩みを解決する方法をお伝えします。(106分)

【講師】 田原玲美 戦略人事コンサルタントや研修講師、大学講師を通して人材育成、組織開発に携わる

ID：＊＊＊ パスワード：＊＊＊

11月・12月のおすすめ!!

全５回の講座で、創業の心構えから、事業計画、創業融資、会計・財務、 マーケティングまで、創業に必要な知識を幅広く

学べます。創業予定者はもちろん、創業して間もない方や、新規事業立ち上げをご検討の方にも役立ちます。

＜カリキュラム＞ 時間はいずれも 10：00 ～ 16：00 場所：サンピア・アキ 定員：15名 受講
無料

日程 テーマ（主な内容を抜粋）

1日目：1月7日(土) オリエンテーション・経営の基本・マーケティングの基礎知識①

2日目：1月14日(土) マーケティングの基礎知識②・マーケティングの実践知識

3日目：1月21日(土) 創業事例紹介・創業計画の作り方

4日目：1月28日(土) 創業計画の策定、ビジネスプランの発表

5日目：2月11日(土) 人材育成の心構え、会計と財務の基礎・制度の活用について

「週末創業塾」 参加者募集 （全5回コース） 令和4年度 海田町補助事業
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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） 11月9日(水)・12月14日(水) 広島安芸商工会(本所)

青年部 定例会（19：30） 11月17日(木)・12月15日(木) 広島安芸商工会(本所)

中小企業診断士 個別相談会（9：00） ①11月14日(月)・12月12日（月）

②11月24日(木) ・12月26日（月）

①広島安芸商工会(本所)

②広島安芸商工会(坂支所)

第二創業個別相談会（15：00） 11月15日（火） 広島安芸商工会(本所)

事業評価検討委員会（15：00） 11月16日（水） サンピア・アキ

事業継続力強化計画作成講座（15：00） 11月17日（木） 広島安芸商工会(本所)

インスタグラム活用講習会（15：00） 11月22日（火） サンピア・アキ

インボイス対策セミナー（14：00） 11月24日（木） サンピア・アキ

YouTube動画作成講座（15：00） 11月29日（火） サンピア・アキ

マツダミュージアム見学会（13：00） 12月5日（月） マツダミュージアム

事業承継個別相談会（13：00） 12月6日（火） 広島安芸商工会(本所)

週末創業塾（全5回）

すべて土曜日 （10：00）

1月7日・1月14日・1月21日

1月28日・2月11日

サンピア・アキ

保険契約の見直しはお済ですか?

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。

＜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。

⇒ 見積り依頼は商工会各支所にご連絡ください。

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

事業承継のご相談は商工会へ

個別相談会を活用して、事業承継
の具体的な計画を立ててみませ
んか?まずはご相談ください。

12月6日（火） 13：00～

詳しくは同封チラシをご覧ください。

mailto:hiroshima-aki@hint.or.jp
https://hiroshima-aki.net/

