
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年８月２７日(金)福山北商工会本所にて、令和３年

度伴走型小規模事業者支援推進事業事業計画策定セミナー

を中小企業診断士の落野 洋一氏を講師にお招きし、検温・

消毒・換気等の新型コロナウイルス感染防止対策を行った上、

人数を制限して開催、５事業所が受講されました。 

今回のセミナーは、本講習のコンセプトとして、「短時間

で事業計画書全体像を事業者自ら策定できることを目標と

する」と掲げ、様々な経営環境の変化に対応する持続的経営

を行っていく上で必要となる事業計画書の作成を支援する

ものです。 

事業計画書は中・長期的な会社の計画で今後どのように自

社経営していくのかをまとめたもので、金融機関への融資依

頼、各種補助金や経営革新計画の申請等、多くの場面で活用

出来ます。 

３時間という短い時間の中で、皆さん集中して取り組まれ

ていました。講習会後のアンケートには、「とても勉強にな

った」「ワークの例題も分かり易く良かった」「先生のフォロ

ーもあり集中して取り組めた」等の感想があり好評でした。 

 また、このセミナー受講者で事業計画実施に向けて、雇用

環境整備の為の就業規則見直し等が必要な事業者を対象(先

着３者)に後日、社会保険労務士による個別相談も行われま

す。 

 〇カリキュラム〇 

１．事業計画とは 事業計画策定の目的、事業計画活用事例等紹介 

２．事業計画策定 経営環境分析（顧客ニーズと市場の動向） 

  演習（分析） 自社の事業分析（自社及び自社の提供する商品・サービスの強み）等 

３．事業計画策定 経営戦略の立案、戦略実演のための具体的施策（販路拡大策）の 

  演習（取組） 展開 等 
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広島県は、まん延防止等重点措置や緊急事態措置に伴う国及び県の月次支援金が８月・９月と対象にな

ります。売上額をご確認の上、対象となる事業者は申請期間内に手続きして下さい。 

＊情報が変更になることがありますので QRコードからホームページのご確認をお願い致します。 

 

 

■対象者 

 緊急事態措置又は、まん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業や時短営業」や「外出自粛等」の影響

により、2021年が 2019年又は 2020年の同月比における売上が５０％以上減少した中小法人・個人事業主

等の皆様に事業の継続、そのための取組を支援する給付支援金です。 

■給付額 

中小法人等：上限２０万円/月。個人事業者：上限１０万円/月。 

■計算式 

2019年又は 2020年の基準月の売上から 2021年の対象月の売上を引いた差額。 

■申請期間 

・8月分の月次支援金は 2021年 9月 1日～10月 31日。 

・9月分の月次支援金は 2021年 10月 1日～11月 30日。 

■事前確認が受けられる期限 

・8月分：2021年 10月 26日まで。 

・9月分：2021年 11月 25日まで。 

 

 

緊急事態措置又は、まん延防止等重点措置に伴う、 

飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、 

売上が減少した県内中小事業者に対して、県独自の 

幅広い支援を実施します。 

■対象者 

2019年又は 2020年の同月比における売上が 30％以

上 50％未満、又は 50％以上減少した中小法人・個人

事業主等の皆様に事業の継続、そのための取組を支

援する給付支援金です。なお、50％以上の場合には

国の月次支援金の給付を受けている事が必要です。

（支給条件や申請方法等詳細はホームページをご覧

下さい。ＱＲコードからご覧いただけます。） 

■給付額 

中小法人等：上限２０万円/月。 

個人事業者：上限１０万円/月。 

計算式：2019年又は 2020年の基準月の売上から 

2021年の対象月の売上を引いた差額。 

■申請期間 

・8月分：2021年 9月 1日～10月 31日まで。 

・9月分：2021年 10月 1日～11月 30日まで。 
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詳細については、経済産業省 

ＱＲコードから！  

広島県頑張る中小企業者頑張る支援金 

詳細については、広島県ホームページ 

ＱＲコードから！  

経済産業省 月次支援金  



 

●酒類販売事業者の方へ 

飲食店の休業・時間短縮営業等の影響を大きく受け、売上が減少している県内の酒類販売 

事業者の方々を対象に追加支援をします。 

※酒類販売事業者とは，酒税法第７条に規定する酒類の製造免許又は第９条に規定する酒類の 

販売業免許を受けている者に限ります。 

 ※詳しくはコールセンター☎082-248-6853 へお問い合わせください。 
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 昨年据え置かれた最低賃金が、令和３年１０月１日発効

で引き上げられます。それに伴い、特定（産業別）の赤枠

部分については広島県の最低賃金を下回る為、１０月１日

から８９９円に変わります。 

 

 

 ４ 

 

広 島 県 の 最 低 賃 金 



 

 

 

令和５年１０月１日から「インボイス制度」が始まります。

インボイス制度を適用できる請求書等の発行には、適格請求

書事業者の登録を税務署へ登録申請を提出する必要があり

ます。 

◎登録申請受付：令和３年１０月１日から開始。 

 

・登録は消費税課税事業者が受けることが 

出来ます。登録を受けなければ、適格請 

求書を交付出来ません。 

・税務署による審査を経て、登録された場 

合は、登録番号等の通知及び公表が行わ 

れます。 

・通知される登録番号の構成は、法人番号 

を有する課税事業者は、Ｔ＋法人番号。 

それ以外の課税事業者はＴ＋１３桁の 

数字となります。 

・e－Taxでの登録も可能です。手続きに 

は電子証明書（マイナンバーカード等） 

が必要になります。その場合には、電子 

データで通知が送信されます。 

 

（期間：令和３年７月１５日～令和３年８月２３日） 

☆印：事業承継並びに法人成り、事業変更に伴う加入 

＊商工会では、随時会員を募集しています。未加入の事業所様へご紹介宜しくお願い申し上げます。 

 

 

事業所名 代表者名 住  所 業  種 

リバイバル波動クリニック 二 口 恭 光 福山市明王台 波動治療 

㈱M CROWN 吉 村 美 紀 駅家町上山守 飲食業     ☆ 

㈱U.B.I.S INTERNATIONAL 

ナマステ・ガネーシャ福山駅家店 
NAUTIYAL SACHIN 駅家町倉光 飲食業 

Jyayen 相 方 宏 文 駅家町新山 衣料品販売 

日咲工業 野 竹  嵐 駅家町万能倉 建設業（とび） 

WORCTION 佛 峠  学 駅家町近田 ネット販売 

５ 

インボイス制度についての詳細は、国税庁の 

特集インボイス制度を QR コードからご覧ください。 



 

 
令和３年６月１８日(金)に、令和３年度県青連備南地域協議会主張発表大会が

ZOOM 配信で開催され、当会青年部からは入部２年目の宜山簡易郵便局長 荻原 麻

衣さんが「遅咲き郵便局長の地域活性化構想」～人間力の向上なくして地域振興

なし～と題して、地域活性の基となる青年部活動での自身の目標を発表し、第２

位の優秀賞を受賞されました。 

「私は、郵便局以外での仕事経験がなく世間知らずでした。」と、自身を振り返ら

れた荻原さん。青年部への入会により突然世界が広がり、２年目には主張発表大

会の出場オファーを受け、様々な相談をしていく中で部員同士、仲間としての繋がりも深まりました。 

「会社では失敗出来ないけれど、青年部では失敗してもいいからどんどん挑戦していきなさい！」と、

背中を押してくれる先輩や仲間の有難さを痛感。チャレンジする機会を与えてくれる青年部へ参加しない

なんてもったいない！まずは、２０２２年までに青年部に女性の部員を現在の２名から５名に増やし、今

以上に青年部をもっと元気にする事。そして、そのために今や青年部事業にも不可欠なＩＯＴの充実を図

り、オンライン会議や青年部事業を通じて人間力をインプットし、地域にアウトプットを行うことで地域

の活性化を目標とすることを宣言。 

「人間力の向上なくして地域振興なし！これからの福山北の躍進に期待してください。」と、声高らかに

発表されました。素晴らしい発表に会場とリモート参加の部員からたくさんの拍手が送られました。 

 

 

 令和３年８月５日(木)福山北商工会にて㈱アストネス様を講

師にお招きし、ＶＲ(仮想現実)を体験することでＩＴ技術を学

ぶと同時に今後の活用法を考えることを目的に最新技術！ＶＲ

体験会を開催。２２名が参加しました。実際に体験したことで

リアル感・奥行き感の醍醐味を直に味わうことが出来、デジタ

ルツールに関して更なる学びを深めていき、今後のビジネスシ

ーンでも活用が期待できる役立つ研修となりました。 

 

 

令和３年８月２４日(火)に福山北商工会館にて、事業継続力

強化計画策定事業の一環として、講師に防災士の吹矢 祐二氏を

お招きし、人数制限を設けて防災セミナーを開催致しました。 

活用したビジネスコミュニティ型補助金は、セミナーや研修

等の実施を通して販路開拓、事業承継、地域の防災や災害復旧

活動等を展開する地域の若手経営者等のグループによる取組経

費の一部を補助する制度で、「自分の居場所に潜む自然災害の危

険性を知り、自分と家族・従業員の命を守ろう」と題して開催。

昨今の自然災害を踏まえ、今後に生かせる研修となりました。 

〇カリキュラム〇 

① 地震被害の記録が無い福山地域にも、地震の危険があることを理解し対策を考えておこう。 

② 自然災害に被災したことの伝承が無いあなたの居場所にも水害の危険があることを理解しよう。 

③ 知っておきたい災害時に助かるための避難の知識を得ておこう。 

④ 災害時に生き残るための、家庭における災害用の備蓄品について解説します。 

 ６ 



 

 

 

今年度は出来るだけ多くの事業を行うことを目標に毎月の講習

会を企画、検温・消毒・換気等の新型コロナウイルス感染防止対策

を行った上、７月と８月に講習会を開催致しました。 

＊７月の講習会＊ 

令和３年７月２０日(火)本所にて、第１回講習会を株式会社ＴＵ

ＴＵうららセミナー講師の西宇 章 氏を講師にお招きし、「美しく

なる本当の意味」～更年期が軽くなる～と題して開催しました。 

＊８月の講習会＊ 

令和３年８月２５日(水)本所にて、少人数で第２回講習会を開催しました。今回は、

部員の㈲ナチュラルハート都の吉岡 都 氏を講師にお招きし「お部屋を涼しげに彩る

観葉植物のアレンジメント」と題して、観葉植物を使った苔玉やグラスに色付きの砂

を入れて模様を作るサンドアートなど１時間程度で４種類を作成しました。それぞれ

に個性のある唯一の作品に仕上がりました。 

また、緊急事態宣言を受けご案内しておりました９月のＳＮＳ講座は延期と致しました。国や県の指導

等に沿って、感染状況を見ながら開催出来るようになりましたら再度ご案内申し上げます。 

 

 

 

 令和３年６月２６日(土)に、広島県商工会連合会にて、

令和３年度第１６回職員協議会パワーアップセミナーが

ZOOM配信で開催され県内２３０名が参加。経営支援事例発

表大会では、当会の南 夕佳里 経営指導員が最優秀賞を受

賞し、１０月２１日(木)に鳥取県にて開催される全国商工

会連合会職員協議会経営指導員部会中国ブロック大会へ、

広島県代表として出場が決定しました！ 

パワーアップセミナーは、毎年県内全職員を対象に行わ

れている研修会で、経営指導員が毎年提出している経営支

援事例報告書を県連内で審査、県内５名が選抜され支援事

例を発表する場であります。南経営指導員は「雇用環境改

善整備」と題して、２０１９年４月から開始された年５日

の有休取得について会社の実情に沿った取得方法を提案、

専門家派遣制度も活用し支援した事例を発表。総評では、

「内容が分かり易くよい事例です。全国大会を目指して頑張ってください」と激励されました。 

 

本 所                                 支 所 

【事 務 局 長】荒川  雅和          【経 営 指 導 員】黒田  大樹 

【経 営 指 導 員】大谷  逸人          【補 助 員】三島 絵里子 

南  夕佳里 

西    健太 

【補  助  員】佐藤  文音 

【記帳指導職員】西  まり子・川元  恵子 

 ７ 

＊そろそろ年末調整や確定申告で 

必要な各種保険料控除証明書類が 

届く頃です。保管しましょう。 

＊各種情報を随時更新しています。←

←商工会ホームページＱＲコードから 

ご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

加入・請求・掛金の増減額の 

各種手続きやご相談など 

お問い合わせは福山北商工会まで！ 

本所：☎９７６－３１１１  

支所：☎９７２－３００８ 

 


