
 

令和元年 5 月 24 日(金) ウイル西城にて、第 13 回通常総代会が開催されました。𠮷野留弘副会長(総領地区)の

開会のことばにつづいて石川芳秀会長(西城地区)の挨拶で始まった総代会は、長曽守人理事(高野地区)が議長に選

任されて議事が進行し、提出議案(第 1 号議案～第 4号議案)はすべて原案どおり承認可決されました。 

つづいて全国商工会連合会長表彰(役員功労者)の伝達と広島県商工会連合会長表彰(優良従業員)、備北商工会長

表彰(優良従業員)の授与が行われ、被表彰者を代表して、備北商工会理事の小田長廣さん(比和地区)が謝辞を述べ

られました。 

木山耕三庄原市長、熊高一雄県連会長の来賓祝辞ののち、永田建一筆頭理事(比和地区)の閉会のことばで総代会

を終了しました。その後懇親会が行われ、参加者はお互いの交流を深めました。 

 

令和元年度の重点事業 

備北商工会の活動は「あなたにとことん！」を

スローガンに掲げ、以下の 3 つの活動指針の実

現・達成に向けて諸事業を展開していきます。 

 

◆ 会員満足度の向上 

 ・個々の経営課題の把握と情報提供 

 ・経営計画作成などによる経営維持化支援  

 ・リスクマネジメントの提案・推進 

 

◆ 活力に満ちた庄原の再生 

 ・新たな需要開拓支援 

 ・地域産業資源の活用促進 

 ・関係機関と連携した地域経済振興の推進 

 

◆ 商工会の機能強化 

 ・経営支援能力の向上と事務体制の整備 

 ・部会等の機能強化 

 ・支援機関としての機能強化 

   
     補助金で資金を調達して、事業に役立ててみませんか。 必要だと思っていても費用面で躊躇していた事業を行うチャンスです。 

    商工会も伴走型支援でサポートします。 さあ もう一歩前へ！やってみましょう！ 

販路開拓・売上拡大を図りたい 

国 小規模事業者持続化補助金 

要 旨 小規模事業者※が、商工会の助言等を受け

て経営計画を作成し、その計画に沿って地

道な販路開拓等に取り組む費用を補助します。 

※ 常時使用する従業員数 20人以下 

（卸・小売・サービス業は 5人以下） 

補助額 最大 50万円（補助率 2/3） 

公募締切 令和元年 7月 31日（水）  

取組の 

一 例 

●チラシの作成・ホームページの開設 

●試作品・新商品の開発 

●新事業を始めるための機械・設備の購入 

●店内のリフォーム  等 

問い合わせ 備北商工会経営支援課 ☎0824-82-2904 
 

ＩＴを使って業務を効率化したい 

国 ＩＴ導入補助金 

要 旨 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 ツールを導入する経費

の一部を補助します。 

補助額 40 万円～450万円（補助率 1/2） 

対象経費 ソフトウエア費、導入関連費等 
（本補助金ホームページに公開されている ITツール

が補助金の対象。ハードウエアは対象外） 

取組の 

一 例 

●日常的なオフィス業務の中から、給与

計算等の単純作業の部分を自動化。 

●見積・受注・売上・請求・発注・仕入・買

掛・在庫を連携して管理 

●建築 3 次元ＣＡＤの導入 等 

問い合わせ IT導入支援事業コールセンター☎0570-666-131 
 

専門家のアドバイスを受けたい 

国 ミラサポ☆専門家派遣 

要 旨 中小企業の経営に関わる各分野の専門家

が、課題解決の第一歩に向けたお手伝いを

します。 

費 用 原則 3回まで無料 

専門家 税理士、公認会計士、弁護士、中小企業

診断士、会社管理や技能に優れた企業家

中小企業の経営診断業務の専門家、 

技能指導経験豊富な専門家 等 

経営課題

の一例 

創業、事業再生、事業承継、知的資産経

営、雇用・労務関係、資金繰り、販路拡

大・販促支援、地域資源活用、海外展

開、債権保全・債権回収、契約・取引等 

問い合わせ 備北商工会経営支援課 ☎0824-82-2904 
 

商工会 人材育成助成制度 

要 旨 事業に関係のある資格の取得や研修の受講

に要した受験料を助成します。 

補助額 受講料の半額か 2万円のいずれか少ない

額 （1事業所あたり 3名まで） 

取組の 

一 例 

玉掛け技能講習会、フォークリフト技能

講習、火薬類取扱保安責任者試験、大型

特殊免許、経営戦略・経営計画の作り方

研修、アロマセラピストコース、接遇対

応訓練（応対マナー）、コーチ＆カウンセ

リング講座 等 

 

問い合わせ 備北商工会経営支援課 ☎0824-82-2904 

業務のスキルアップを目指したい 自社製品を見本市に出展したい 

庄原市 産業見本市等出展支援事業補助金 

要 旨 産業見本市等で自社製品の販売拡大に取り

組む中小企業者に対し補助金を交付します。 

補助額 最大 20万円（補助率 1/2） 

補助回数：同一年度 1 回限り 

主な要件 ① 市内に本店を有する法人 

② 市内に住所を有し、主たる事業所を市

内に置く個人事業主で健康保険適用事

業所であるもの 

対象経費 小間料、展示デザイン、会場設営、プロモ

ーション資料等、ブースの照明調達、イン

ターネット接続料、搬送料といった出展に

係る経費 

問い合わせ 庄原市役所商工林業課 ☎0824-73-1178 
 

老朽化した店舗を改装したい 

庄原市 まちなか活性化補助金（店舗改装） 

要 旨 老朽化した現在の店舗を改装する場合、 

その改装費に対し補助金を交付します。 

補助額 最大 42万 5 千円（補助率 1/4） 

補助回数：1 回限り 

主な要件 【地区】各地域の中心となるエリア 

【業種】卸、小売、宿泊、飲食サービス、洗

濯、理美容、浴場、衣服裁縫修理、娯

楽、学習塾、教養・技能教授、医療等 

問い合わせ 庄原市役所商工林業課 ☎0824-73-1178 

 

■西城本所／〒729-5731 庄原市西城町西城 197-3 TEL：0824-82-2904 FAX:0824-82-2785 

■口和支所／〒727-0114 庄原市口和町永田 495-10 TEL：0824-89-2325 FAX:0824-89-2413 

■高野支所／〒727-0402 庄原市高野町新市 676-5 TEL：0824-86-2011 FAX:0824-86-3039 

■比和支所／〒727-0301 庄原市比和町比和 792-2 TEL：0824-85-2330 FAX:0824-85-2135 

■総領支所／〒729-3703 庄原市総領町下領家 1-3 TEL：0824-88-2127 FAX:0824-88-2994 

 
商工会員数／355名 青年部員数／29名 女性部員数／49名（令和元年 6月 20日現在） 

 

最新情報は備北商工会 HPへ！ https://bihokushokokai.jimdo.com/ 

 

○全国商工会連合会会長表彰（役員功労者） 

  備北商工会理事 小田長廣 様（比和） 

  備北商工会理事 山根京司 様（総領） 

○広島県商工会連合会会長表彰（優良従業員） 

  西城建設㈱   田邊拓司 様（西城） 

○備北商工会会長表彰（優良従業員） 

  西城建設㈱   田邊拓司 様（西城） 

  西城建設㈱   赤丸啓治 様（西城） 

   西城建設㈱   瀧廣 豊 様（西城） 

第31号 
令和元年 6月 
 

これは一 例 です  
この他にも様々な補助金・支援制度がありますので 

備北商工会までお問い合わせください ☎82-2904 

 
 



 

  

消費税 10％への引き上げが目前に迫ってきました。今回は新たな制度である「軽減税率制度（8％）」の導入に加え、消費税引き上げ後の景気後退防止対策として

「キャッシュレス決済によるポイント還元」が実施されるなど、多くの事業者で事前準備が必要となります。また軽減税率対象品目の販売を行わない事業者において

も、軽減税率対象商品（茶菓子や飲食品の贈答品など）を仕入れた場合には 8％と 10％の税率を区分して経理する必要があり、全ての事業者に影響があります。 

商工会では「消費税軽減税率・転嫁対策相談窓口」として個別相談に随時対応、また消費税関連のセミナーを開催します。お気軽にご相談ください。 

□ ポイント還元対象店舗の登録・キャッシュレス決済の導入  端末本体と設置費用負担なしの補助制度あり 

□ 複数税率対応のレジの導入・受発注システムの改修 レジ補助金を使うと 1/4の負担で可能  

□ 請求書等の様式の検討、帳簿の税率ごとの区分経理 10％と 8％を区分、会計ソフトの確認を 

□ 値札の付替え、販売価格の見直し 原則「総額表示」、仕入価格の高騰も考慮 

□ 請負工事等、資産の貸付けの契約・引渡日の確認 3/31までの契約は経過措置 8％税率適用 

□ 仕入商品等のまとめ買いの検討 品薄・欠品にも注意が必要 

□ 消費税納税資金の確保 同じ売上高でも納税額は約 25％UP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

青年部主張発表大会 備北地域予選会 

令和元年 6月 7 日（金）三次ワイナリーにて、備北・東城・三次広域商工会によ

る青年部主張発表大会備北地域予選会が開催されました。我が青年部からは、口和

支部の貞岡優弥さん（貞岡石材店）が出場し、「青年部活動に参加して～固定概念

を変えた青年部の繋がり～」という題目にて、青年部活動を通して商売のアイデア

を得たことなどを、身振り手振りを交えながら自信に満ち溢れた堂々たる発表で聴

衆を引き付けました。 

審査の結果、貞岡さんは見事「最優秀賞」の栄誉に輝き、7月 5 日（金）グラン

ドプリンスホテル広島で開催される広島県大会に備北地域代表として出場するこ

ととなりました。県大会で飛躍できるよう、今後さらに内容に磨きをかけ練習して

いきます。我々もしっかり応援していきましょう。がんばれ！貞岡さん！ 

今夏も備北商工会のギフト（3,500円・5,000 円（税込・送料込）） 

を販売いたします。商工会員が製造した庄原自慢の逸品を 

ご家族や友人、お世話になったあの方へ送ってみませんか？ 

詳しくは同封のチラシをご覧ください。（写真は 5,000円） 

 

お知らせ 「備北もん冬ギフト」に入れる商品を募集！ 
要件は①常温保存可能な食品であること、②卸値 1,000 円以下であることです。       

例年約 100～120 セットの販売実績があります。自社商品の販路開拓の一助として、

備北商工会オリジナル「備北もんギフト」をご活用ください。 

また商工会では、パッケージデザインの開発や、既存商品の改良、販路開拓支援 

を行っています。個別案件に合わせて、専門家派遣（無料）や補助金活用法を提案 

させて頂きますので、お気軽にご相談ください。   

【お問い合わせ】備北商工会 経営支援課 ☎ 0824-82-2904 

新規会員のご紹介  

平成 31年 3 月 18日～5月 7 日加入分（敬称略） 

事業所名（代表者） 所在地 業種 

山中美和子 高野町 

新市 848 

美容業 

農家カフェひばーばの縁側

（小田 冨美子） 

比和町 

比和 810-6 

飲食業 

ダブルファーム 

（山岡 英樹） 

総領町 

稲草 1261-2 

農産物

加工 

 

● 職員の異動をお知らせします ● 
 

 

 

 

 

奥林美智子主任  永田 順子主任主事  上田 裕子主事 

（定年退職） （定年退職、記帳指導職員として再雇用）  （定年退職） 
             総領支所勤務 

 

 

 

 

 

 

田辺 有香主事  渡部 由香主事  前田 耕平主事 

（世羅町商工会より異動）（記帳指導職員から補助員として採用）（新規採用） 

支所だより ～ 総 領 ～ 

初春の頃、総領町の風物詩となっているのが、町内

を流れる田総川を遡上する鮎の群れです。一般的な鮎

とは異なり、海まで行かず、下流のダム湖で越冬する

ことから「陸封鮎」と呼ばれるこの鮎は、個体サイズ

が小さいことが特徴です。これは体を大きくしてしま

うと餌が不足し、絶滅してしまうことを回避するため

の生存本能と考えられています。 

大きく成長するということは一見、良いことのよう

に思われますが、小規模事業者にとっても自社の生存

している領域の需要や競合などの外部環境を意識し、

それに合わせて手持ち資産や商圏

など自社のサイズを調整すること

が、生存競争に打ち勝つ重要な一

要因であると言えます。 

（寄稿：山元経営指導員） 

キャッシュレス・消費者還元事業  
実施期間 2019年 10月 1日～2020年 6月 30 日 

① 中小・小規模事業者の小売店・サービス事業

者・飲食店等で、クレジットカードや電子マ

ネー、ＱＲコード等によるキャッシュレス支

払いをした消費者に 5％還元 

（フランチャイズチェーン加盟店は 2％） 

② 決済端末本体と設置費用などの事業者負担なし 

③ カード会社等の決済手数料は 3.25％以下 

さらに期間中は国がその 1/3 を補助 

 

  キャッシュレス決済セミナー  
キャッシュレス決済のアドバイザーを招き、実際の使

い方から販促方法まで伝授して頂きます。また決済事

業者（OrigamiPay他）による説明もあります。 

日時：2019年 8月 27日（火）13：30～15：30 

場所：備北商工会本所（西城町西城 197-3） 

定員：40 名（参加費 無料） 

※ お申込は備北商工会本所・支所まで 

※ 商工会員には後日案内をお送りします 

 

新規創業なら商工会へ 
支援機関の商工会が創業のお手伝い 

●魅力的な創業計画書を一緒に作りましょう 

●資金調達のための金融機関を斡旋します 

●国や市の創業補助金も活用してみませんか 

●日々の会計から申告まで丁寧に指導します 

よろしくお願いいたします 
 

ありがとうございました 
 

商工会のセミナーで詳しく解説 

消費税【軽減税率対策】セミナー 
税理士による無料セミナーを 2会場で開催します。 

実務に即した経理方法や、補助金について解説します。 

【備北商工会本所】会場   

日時：2019年 7月 2日（火）13：30～15：30 

場所：庄原市西城町西城 197-3 

【道の駅たかの】会場   

日時：2019年 7月 3日（水）13：30～15：30 

場所：庄原市高野町下門田 49 

※ お申込は備北商工会本所・支所まで 

※ 案内チラシを同封していますのでご覧ください 

10月 1日スタートト 

軽減税率対策補助金（レジ補助金） 
軽減税率対象商品の販売を行っている中小・ 

小売事業者等の軽減税率対応レジの導入を支援 

【補 助 率】 原則 3/4 

（3万円以下のレジ購入は 4/5） 

【補助上限】レジ 1台あたり 20 万円まで 

      1事業者あたり 200万円まで 

【導入完了期限】2019年 9月 30 日（予算消化次第終了） 

【そ の 他】受発注、請求書管理システム改修プランも有 

あなたの事業に必要な対策は？ 

国の補助制度は 2つ 



 


