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広島安芸商工会 会報

会員事業者の皆様、謹んで初春のお慶びを申し上げます。

皆様におかれましては穏やかな新年をお迎えいただいた

ことと存じます。令和5年、新しい年を迎え、一言ご挨拶を

申し上げます。

早いもので、コロナ禍と言われ始めて数年が経過いたし

ました。現状でも事業者の皆様を取り巻く環境はたいへん

厳しいものと言わざるを得ません。様々な感染対策による

活動制限はもちろん、ロシアのウクライナ侵攻の影響もあ

り、原材料費・燃料費の高騰など、事業者の経営に大きな

影響を与えてきました。しかしながら、政府はこれ以上の

経済活動の停滞を憂慮して、この年末年始は行動制限を

大幅に緩和しております。また、原油価格の高騰に対して

も緊急対策を発表して、市場の安定や国民生活の安定の

ための対策を実施しています。今後の経済発展に寄与する

ものと大いに期待しているところです。

さて、今年に目を向けてみると、本年5月19から21日ま

での期間でG7広島サミットが開催されます。国内だけで

なく、海外からも多くの人が広島の地を訪れることになり

ます。これに際し、広島県からも当商工会に対しても協力

要請がまいっております。およそ6年前に開催された伊勢

志摩サミットでは、およそ500億円近い経済効果があった

報告されており、今回の広島サミットではそれ以上の経済

効果が見込まれているとのことです。広島市のみならず広

島県全体の経済回復の契機になるのではないかと考えて

おります。

ところで今年は、卯年であります。兎はそのイメージから

柔らかで温かいイメージがあり「家内安全」を象徴するの

だそうです。さらに干支では「癸卯 （みずのと・う）」となっ

ております。その意味は 「寒気が緩み、萌芽を促す年」 と

解釈されています。これまで皆さんが努力をして培ってき

たものがいよいよ芽吹く年になるということになります。

広島安芸商工会としては、兎にあやかり会員事業者の皆様

が飛び跳ねることができるようお手伝いしてまいります。

最後になりますが、本年を通して会員事業者の皆様、ま

たご家族の皆様の益々のご健勝を祈念いたしまして新年

のご挨拶とさせていただきます。

新年のご挨拶

広島安芸商工会 役員一同

当会の吉田栄二会長が、昨年12月28日、ご逝去されました。平成27年7月に会長に就任されて

以来、7年5か月にわたり当会を牽引してこられました。長年の功績に感謝を申し上げるとともに、

ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。



■弁護士による法律なんでも相談会（13：30～17：15）

【場所・日にち】 本所（海田）：3月23日(木) 藤岡 達麻 弁護士

謹んで新年のお祝い申し上げます。

昨年は身近にコロナ感染する人が増え、コロナの感染が

より身に迫っていることを目の当たりにし、危機感を覚え

る一年となりました。それと同時にどれだけ気をつけてい

ても感染してしまうものだと感じた事から、改めて青年部

でできる事業は全て実行しようという考えとなり、中止す

ることなく事業を実施してまいりました。

令和4年の活動成果としては、昨年から勉強会を重ね、力

を入れていたユーチューブ動画作成事業は青年部員個々

が会社を紹介する動画の作成をできるようになりました。

また、コロナ禍で参加していた祭りが中止になる中、地域

を元気にする，子どもたちの笑顔が見られる企画は何かな

いかと協議した結果、クリスマスに海田ひまわり大橋でプ

ロジェクションマッピングをサプライズで実施しました。開

催当日は大盛況で多くの子どもに来て頂き、たくさんの笑

顔を見ることができましたので、微力ながらも地域を元気

にできたのではないかと思っております。

本年は私の部長任期が満了となりますが、また新たな部

長へとバトンを渡し、青年部を盛り上げていこうと思いま

す。この二年間、さまざまな方にご協力いただきましたこ

と、またお言葉を頂戴しましたこと、この場をお借りして厚

く御礼申し上げます。

会員の皆様におかれましては引き続き広島安芸商工会青

年部へのご指導、ご鞭撻の程、お願い申し上げまして、新年

のご挨拶とさせていただきます。

広島安芸商工会青年部

部長 森尾嘉男

■税理士による税務相談会（13：00～17：00） 詳しい内容、お申込みは同封チラシをご確認ください。

【場所・日にち】 本所（海田）：1月19日(木) 西川 勇司 税理士 坂支所 ：1月30日(月) 藤本 勝彦 税理士

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよ

ろしくお願いいたします。

昨年は、新型コロナの感染対策を徹底し、5月には通常

総会、9月には3年ぶりの講習会を熊野町で「絵手紙講習

会」を実施し、12月には望年会を開催することができまし

た。コロナ禍で女性部員同士なかなか会う機会が減少して

いた中、このような事業を開催できたことで、少しずつで

はありますが活気が戻ったのではないかと感じました。

本年は1月に「坂町災害伝承ホール」への視察研修も実

施することが決定しており、また、3月には「海田市祭り」

への出店も決定しております。そして4月以降に関しても

各事業の実施や様々なイベントへの出店にも積極的に実

施することで女性部員の集まる機会を作り、コロナ前のよ

うな活気に溢れた女性部に戻ればと思います。

また、本年も女性部事業が中止にならぬよう、引き続き

感染対策を徹底し全事業の実施が実現できるよう尽力し

てまいります。そして女性部が地域の皆様のために何が出

来るのかを今一度話し合い、地域貢献ができるよう女性

部一同努力していく所存です。

最後に本年も皆様にとって良い年でありますよう祈念い

たしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

広島安芸商工会女性部

部長 中田喜美子

新年のご挨拶

新年のご挨拶

専門家による個別相談【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・支援金の申請相談（10：00～17：00） 持続化、事業再構築、ものづくり等の補助金、支援金の申請 など

【日にち】毎週 月、水、金 【場所】広島安芸商工会 本所（海田）

■経営に関する個別相談会（9：00～17：00） 中小企業診断士 渡貫 久

【日にち・場所】 本所（海田）：1月10日(火) 2月13日（月） 坂支所：1月26日(木) 2月24日（金）

⚫ 完全予約制：お申込みは各支所へ
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年末調整・確定申告

以下をご準備のうえ各支所までお越しください。いったん書類をお預かりして後日お渡し致しますので、お早めに

お越しくださいますようお願いいたします。

①令和３年中に支払った役員報酬・給与・賞与額等のわかるもの ②生命保険料・損害保険料控除証明書

③国民健康保険、国民年金の証明書 ④給与支払者、従業員の本人確認書類

なお、法定調書の作成には、以下のものが必要となりますので、併せてご準備ください。

・税理士や司法書士など士業に支払った報酬額 ・賃貸物件（テナント代、駐車場代など）の支払先、額 など

申告期限：【一般】令和5年１月１0日（火） 【納期特例】令和5年１月２０日（金）

手 数 料：５００円／従業員１人あたり

＜年末調整のご相談について＞

・決算には手数料が必要です。（準備状況により金額が異なります）

・青色申告の場合は別途青申会費1,000円が必要です。

・不動産の売却や収用など特殊事情がある場合、２月１０日（金）までにご相談ください。

・昨年、商工会にて確定申告対応させていただいた方には、別途確定申告のご案内をお送りいたします。

今回初めて商工会での対応をご希望の場合、事前にお申し出ください。

【商工会への相談期間】 令和5年２月１日（水）～３月6日（月）

【税務署への申告期限】 所得税：３月１５日（水） 消費税：３月３１日（金）

＜確定申告のご準備・ご相談はお早目に!! ＞

■ご準備いただくもの（以下のほかにも必要な場合があります。適宜ご準備ください）

①帳類（科目別の集計を行って下さい） ②令和4年12月末日の商品在庫高（棚卸表）

③保険関係証憑（生命・損害・年金・国保） ④10万円以上の購入品の明細書

⑤前年の決算書、申告書の控え ⑥消費税申告がある場合は令和2年分決算書・申告書

⑦マイナンバーおよび本人確認書類…追加・変更等があった場合 など

■インボイスの登録期限が延長されました

12月23日に閣議決定した「令和5年度税制改正の大綱」により、インボイスの登録期限が令和５年９月30日まで

延長となりました。なお、インボイス制度への対応には各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期

間がかかりますので、できる限りお早めの登録をおすすめします。

国税庁のインボイス制度特設サイトに、制度を説明した動画が公開されています。インボイス

制度について、これから詳しく知りたい方や理解を深めたい方におススメです。

＜インボイス制度特設サイトの動画で制度理解を深めましょう＞

インボイス制度
特設サイト

①まずはこの動画をチェック ・・・ 【動画14】 課税事業者向け 【動画15】 免税事業者向け

②詳しく知るためにチェック ・・・ 【動画10～13】インボイスの概要

会計処理、帳簿付けから、事務実務に関することまで、インボイス対応について税理士に相談ができます。

【日にち／場所】 1月19日（木）／本所（海田） 1月30日（月）／坂支所 同封チラシでお申込みください。

●インボイス制度への税務・実務について税理士に相談してみませんか?
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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４弾）

【給付額】

法人 20万円（町内従業者50人未満）

50万円（〃50人以上100人未満）

100万円（〃100人以上）

個人 10万円

コロナ禍における原油価格・物価高騰等により、経営に影響を受けている事業者

に対し、事業の継続を支援するために給付されます。

【要件】 令和4年8月から12月までのいずれかの月の売上高が、令和元年から

令和3年の間の同じ月と比較して20％以上減少しているもの

※事業者かどうかは事業収入が全収入の５０％を超えるかどうかで判断

ほか 詳細な要件は海田町ホームページをご確認ください。

【申請期限】 令和5年2月28日（火）

【お問い合わせ】 海田町 魅力づくり推進課 823-9234

休
業
手
当
等
を
も
ら
う

雇用調整助成金

緊急雇用安定助成金

雇用調整助成金は令和４年12月以降は通常制度となっています。

ただし、令和２年１月24日から令和４年11月3０日までの間の休業等について、

雇用調整助成金のコロナ特例を利用した事業所については、一定の経過措置の

対象となります。

【要件】生産指標が最近３か月平均で過去3年のいずれか同期比30%以上減少

【助成額】平均賃金×支給率×休業日数（上限9,000円/日）

【支給率】中小企業 9/10

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】 1.30% （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％)

国民事業 1.30%～

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OK）

R4.12月以降について

• 地域特例、業況特例は終了しました。

• 「特に業況が厳しい事業主」の支給率

が9/10に引き下げられました。

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、コロナ特別貸付は令和5年3月末まで延長されました。日本公庫の融資に関するご相談は各支所へ。

令和5年3月末まで延長されました。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％）

※「特別利子補給制度」は9月末で終了しました。

コロナ特例
経過措置

※マル経、コロナ特別貸付の金利は12月に比べて0.17%高くなっております。（令和5年1月3日現在）

海田町事業継続応援金
特設ページ ⇒
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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5年2月20日（金）

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8回公募締切】 令和5年1月13日（金） 第9回は1月中旬から公募開始

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月～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等。

※上記を満たさない場合の別要件もあります。くわしくは事業再構築補助金サイトをご確認ください。

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。

グリーン枠には取組段階に応じた３段階の支援類型が拡充され、新たにグローバル市場開拓枠が設けられます。

【14次公募】 令和5年1月中旬ごろ公表予定

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 エントリー750万円～アドバンス4,000万円

グローバル市場開拓枠 3,000万円（下限を100万円に引き下げ） 中小1/2 小規模2/3

ものづくり・商業・サービス補助金

ものづくり補助金
グッドプラクティス
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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

セキュリティ
対策推進枠

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

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

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

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

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5年2月16日（木） （セキュリティ採択枠・デジタル化基盤導入枠）

※通常枠の公募は終了しました。

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。

最終締切では、ITツールの補助額に下限がなくなりますので、申請がしやすくなります。

ＩＴ導入補助金

check!!

最終回（2月16日締切））に限り「下限額なし」となります

本イベントは中小企業のために特化したECイベントとしては国内最大級のもので、70社のECサービス

事業者から最新情報を収集し相談、毎日配信される15本のECセミナーで知識やノウハウを習得でき

ます。さらに、経験豊富なEC専門家と自社の課題について相談できます。

• 申込サイトからの登録で、オンライン上の特設サイト（展示会場）に参加することができます。

• 特設サイト内で、EC モールや物流等などのカテゴリで出展社の EC サービスの情報を動画などで

確認でき、会期中は面談やセミナー視聴も行えます。
EC Camp2022

特設サイト

（最終）

～中小企業が利用しやすい EC サービスを提供する 70 社が集結～

中小企業のための国内最大級 EC イベント「EC Camp2022」開催！

ホームページ等防犯診断でセキュリティ状況を確認しよう!! 広島県警察

広島県警察がホームページ等の診断を行い、セキュリティ対策に関して助言を行います。

ランサムウェアによる被害が拡大し、不正アクセスによる情報流出や、サイバー攻撃事案への国家レベル

の関与も明らかになるなど、サイバー空間における脅威は極めて深刻な状況が続いています。まずは自社

のセキュリティ状態を確認して必要な対策を講じましょう。

ホームページ等防犯診断申込書を広島県警にメールすることで診断ができます。詳しい内容、お申し込

みは右のQRコードからアクセスのうえご確認ください。

中小機構

ホームページ等

防犯診断
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商業部会 クラウドファンディングセミナー開催

企業の支援を行う中小企業診断士が、自らの企業支援において活用

した事例や消費者として購入した体験などをもとに、クラウドファン

ディングの概要からその活用方法についてご講演いただきました。参

加者からは、「テストマーケティングに活用できるとは思わなかった」

「自らのアイデアを商品化できるチャンスとなる」 「早速実施したい」

との感想がありました。商工会では、その後導入に向けた個別支援も

実施しました。

2022年の市場規模1900億円が見込まれるクラウドファンディン

グを積極的に活用してみてはいかがでしょうか。

商工会報告

「インスタグラム活用講習会」（中級編） 「YouTube動画作成講座」（中級編） 開催報告

11月22日（火）にインスタグラム活用講習会（中級編）、11月29日（火）

にYouTube動画作成講座を開催しました。

インスタグラム講習会では「プロアカウント」でできることや、リール、ス

トーリーを活用した投稿事例の紹介、インスタグラムでの宣伝効果や活用

することのメリットなどについてご講義いただきました。

また、YouTube動画作成講座では、シナリオ作りの重要性やポイント、

実際に広島安芸チャンネルを使用した事例紹介を行いました。YouTube

の宣伝効果や活用メリットを学ぶことができたと参加者からも好評でした。

研修委員会 工業部会 マツダミュージアム見学会 開催報告

12月5日（月）、研修委員会と工業部会の合同事業としてマツダミュー

ジアム見学会を開催し、25名の方にご参加いただきました。

マツダミュージアムは10のゾーンに分かれており、1920年の創業、

1960年からの総合自動車メーカーとしての躍進、そして今日に至るま

で、マツダ100年の歴史が紹介されています。

ロータリーエンジンやクリーンディーゼルエンジン、魂動（こどう）デザイ

ン、SKYACTIVテクノロジーなど、独自のアプローチがユニークな車づ

くりにつながっていることが分かります。根底には人を第一に考えるマ

ツダのものづくりがあります。

実際の製造ラインも見学できました。残念ながら写真撮影禁止でした。

複数車種を同一ラインで混流生産する方法は、受注した順に生産するこ

とを可能にした高効率化されたもので、生産変動や新車追加の際も短期

間で生産準備が可能とのこと。目の前で人とロボットが一体となって車

を製造している様子は圧巻でした。

見学後は、商品本部 主査の柴田様に、ラージ商品群の第一弾となる

CX-60の開発秘話についてご講演いただきました。

マツダのくるまづくりに対する情熱と歴史にふれることができた貴重

な体験でした。

商業部会（部会長：少前幸充）は10月6日「企業支援者（中小企業診断士）が語るクラウドファンディングの有効活用」

と題して、新たな販路開拓やPR、資金調達に関するセミナーを開催しました。



青年部
クリスマスに奇跡を起こす⁉

ひまわり大橋 「プロジェクションマッピング」 を実施

当日は雨が降るあいにくの天気で来場者が少ないのではと不安に

駆られながら準備を進めていきましたが、開催時には予想を上回る多

くの人たちにお越しいただき、とてもうれしく思います。

プロジェクションマッピングの映像は「クリスマス」をテーマとした内

容や船越・海田町・坂町の事をアピールできるようそれぞれの町花が

咲き乱れる映像を盛り込むなどの内容で製作しましたので、特にお子

さん達に楽しんでもらえたのではないでしょうか。

また、来場してくれた子ども達への特典として、サンタに扮した青年

部員がお菓子を配りました。コロナ禍でイベントがなかなか開催出来

なかった分、子供たちの笑顔を見る事ができましたので、青年部とし

ても有意義な事業になったと思います。

青年部では、これからも地域のみんなが元気になれるような事業を

実施していきます。

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

・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 ＞

企画・広報・準備を部員同士で協力しながら行い、作成したPR動画を「広島安芸チャンネル」で流し、船越・海田・

坂の幼稚園や小学校には作成ポスターを配布するなどの広報活動を実施。事前の警察への届け出や当日の警備

は㈱安芸管理サービス様に依頼するなど、安全面にも配慮しつつ、来場された方が楽しめるように準備を進めて

いきました。

青年部では12月24日（土）に海田町ひまわり大橋にてプロジェクションマッピングを実施しました。
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インボイス対策セミナー 開催報告

11月24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。

当セミナーは9月に続き今年度2回目の開催です。今回も、講師にGO&DO

篠原税理士法人の石森仁美税理士をお招きし、インボイス制度や実務への影

響とその対応方法などについて、具体例を交えながら説明していただきまし

た。参加者アンケートでは、インボイス制度がどのようなものか理解できたと

いう回答が多く、おおむね好評でした。

インボイス制度への対応は、事業者ごとに違いがあり、会計だけでなく、請

求書や領収書、経費の支払い方にまで及ぶため、 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。



広島県商工会連合会

西村経済産業大臣と中国地域経済界との懇談会が開催されました

１１月１２日（土）に、経済産業省の西村康稔経済産業大臣と中国地域の

経済団体（広島県商工会連合会・中国経済連合会・中国地方商工会議所連

合会・広島県中小企業団体中央会・広島経済同友会）との懇談会が開催さ

れました。

懇談会では、出席団体が注力している取組みや課題、経済産業施策等に

関する意見等が述べられました。

広島県商工会連合会からは蓼副会長が出席し、中小・小規模事業者への

政策拡充等について要望を行いました。 懇談会の出席者(左から3番目が西村経済産業大臣)

会場の中央には各事業所の商品を紹介
する展示ブースが設けられました

オンラインでの商談の様子
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令和4年度 販路開拓支援事業「商談会」 開催
自社商品の魅力をバイヤーに直接伝える絶好の機会。

消費者ニーズやアイデアも吸収

11月14日（月）、広島県商工会連合会主催の「商談会」が、ホテル広島サンプラザで

開催されました。商品関係の事業所を対象としたこの事業は、毎年11月に実施され

ているもので、今年は首都圏、関西圏、広島地区のバイヤー15社と25の出展事業所

が参加しました。商談は対面とオンラインの両方で実施。94の商談が行われ、会場は

熱気に包まれました。

商談は例年通り、事業者の希望とバイヤーからの事前指名をマッチングした形式

で進行。今年度はWithコロナとなる今後の生活様式を見据え、百貨店などの小売り

に力を入れている企業のバイヤーや、地域で頑張っている小規模事業者に目を向け

て取引を行っている企業のバイヤーを重点的に招聘しました。

山県郡北広島町でどぶろくづくりを行っている福光酒造株式会社の

4代目、福光寛泰さんは商談会に初参加。コロナ禍で売上が下がる中、

いいものを作っても知ってもらわなければ意味がないと感じ、参加を

決めました。「どぶろくとは何か？から説明し、まずは興味を持ってもら

うことからスタートしました。商品のことだけでなく、その裏側にあるス

トーリーや作り手の思いも一緒に伝えることができて良かった」と話し

ます。また「新しい視点でアドバイスがもらえる点もよかった。価格や内

容量など顧客のニーズも吸収していきたい」と意欲的。2月に開催され

るビジネスフェアにも出展予定で、新たな販路開拓を目指します。

同じく初参加となった株式会社ライフデザインマンボの代表取締役社

長の宮庄春恵さんは、自社栽培した茶葉を使った杜仲茶を製造・販売し

ています。「畑を広げて収穫量が安定したことで販路を拡大することが

できるようになりました。健康志向でお茶の人気が高まる中、丁寧に

作ったお茶を遠くの人にも届けたい」と宮庄さん。「バイヤーの方から

他の商品も見てみたいと言ってもらえ、夢が膨らみました。今回商談会

に参加できたのは商工会の手厚いバックアップがあったから。サポート

してもらったことで道が開けました」と話してくれました。

販路開拓だけでなく、新商品の開発や既存商品のブラッシュアップなど、商談会を機に新しい一歩を踏み出した事業者

のみなさん。熱い思いが伝わる商談会になりました。
広島県商工会連合会ホームページより



＜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

ID：＊＊＊ パスワード：＊＊＊

1月・2月のおすすめ!!

経済産業省、中小企業庁、ジェトロ及び中小機構が一体となり、全国の商工会・商工会議所等とも

協力しながら、①新たに輸出に挑戦する事業者の掘り起こし、②専門家による事前の輸出相談、

③輸出用の商品開発や売込みにかかる費用への補助、④輸出商社とのマッチングやECサイト出

展への支援、などを一気通貫で実施します。

ジェトロのポータルサイトから登録すれば、専門家から折り返し連絡して

個別にカウンセリングを行い、各事業者に適した支援策をご提案します。

『新規輸出1万者支援プログラム』 参加企業募集中!!
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仕事やコミュニケーションをラクにする方法を、心理学に基づいたテクニックを駆使する「メンタリスト」

の講師がお伝えします。自分をうまく変えることで、物事が良い方向に動く、相手が自分に興味を持ち

商談が進むなど、正のスパイラルが発生します。 (44分)

【講師】大久保雅士 メンタリスト／メンタリストの技術・スキルをビジネスに役立ててもらうため研修講師として活動中

■メンタリスト日本チャンピオンが教える！ ビジネスで役立つ「人の心のつかみ方」

■「危機管理と事業承継の最強モデル」徳川家康に学ぶ 〜天下統一と長期安定政権〜

江戸幕府が260年続いた理由は、徳川家康が複数の危機管理策を構築し、「幕府」という事業の承継

に成功したからだと言われています。徳川家の血筋が絶えないようにするために講じた策や戦国時代

を終わらせた方法などをもとに企業が末永く繁栄するための秘訣をお伝えします。(58分)

【講師】岡田晃 経済評論家／テレビ東京「WBS」など各種経済番組のプロデューサー、キャスター、コメンテーターを担当

■会社を護れ！ 様々な労働問題にズバリお答えします【1.解雇について】

労働問題（解雇、残業、セクハラ・パワハラなどのハラスメント）の企業側の弁護を担当する講師（モンス

ター社員対策のエキスパート）。よく質問される内容に3回シリーズでお答えします。第1回は「会社の秩

序を乱す」「能力不足」「勤務態度が悪い」など問題社員を解雇にする際の対応事例です。(14分)

【講師】米澤章吾 弁護士／企業法務としては顧問業務、労働事件を中心に携わる

※輸出経験があっても対象になります

■元海上自衛隊作戦教官が語る VUCAの時代に勝ち残る！ミリタリー式組織マネジメント

現代のように変化が激しく、従来の経験や常識が通用しない不透明な状況は「VUCA（ブーカ）」と呼ば

れています。そんな時代に自らの組織を勝ち残らせるため、ビジネスリーダーはどうあるべきなのか？

どんな組織でも再現・応用できる普遍的なマネジメントの「仕組み」について解説します。(54分)

【講師】浅野潔 元海上自衛隊作戦教官（１等海佐）／ミリタリー式組織マネジメントを用いたビジネスコンサルティング

はじめて輸出※を応援します

現在の円安は輸出を新たに始める好機でもあります。この機を逃さず、これまで輸出をしたことがない中小企業・地域企業

でも、その準備や具体的な商談・輸出を速やかに進められるよう、新規輸出1万者支援プログラムが始まりました。

新規輸出1万者支援
プログラム

ポータルサイト
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今後の主な行事予定

行事（開始時間） 日にち 場所

理事会（13：30） 1月27日(金) サンピア・アキ

金融審議会（13：30） 1月11日(水)・2月8日(水) 広島安芸商工会(本所)

青年部定例会（19：30） 1月19日(木)・2月16日(木) 広島安芸商工会(本所)

女性部定例会（18：00） 1月18日（水） 広島安芸商工会(船越支所)

中小企業診断士 個別相談会（9：00） ①1月10日(火)・2月13日（月）

②1月26日(木) ・2月24日（金）

①広島安芸商工会(本所)

②広島安芸商工会(坂支所)

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

税務相談会（13：00） ①1月19日（木）

②1月30日（月）

①広島安芸商工会(本所)

②広島安芸商工会(坂支所)

法律相なんでも談会（13：30） 3月23日（木） 広島安芸商工会(本所)

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!!

昨年10月から火災保険料が10％程度上がっています。

長期契約の場合、保険料が約2倍になったケースも報告

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＞

当会のご紹介する「火災共済」は値上げしていません。

保険の再検討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HP

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」で、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し

ています。また、「事業承継フォーラム特設サイト」には動

画コンテンツもあり、事業承継をお考えの方からこれから

考える方にも役立ちます。

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

早めの準備がポイントです

⇒

⇒

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できる採用管理

サービス 協力：(株)リクルート

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