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商工会員数／344 名 青年部員数／25 名 女性部員数／49 名（令和 4 年 1 月 7 日現在） 

 

 

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

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

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

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

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

備北商工会  

会長 石川 芳秀 

 あなたの事業を強くする！   国の補助金 

ものづくり補助金 
生産性向上に資する革新的サービス開

発・試作品開発・生産プロセス改善等

を行うための設備投資を支援 

【補助額】 通常枠（従業員 6～20 人） 

最大 1,000 万円 
（補助率：中小 1/2 小規模 2/3） 

【公 募】第 10 次（R４年 2 月中旬開始）    

    令和４年は複数回実施予定 

小規模事業者が経営計画を作成し 

その計画に沿って行う販路開拓の 

取組等を支援 

【補助額】一般型 最大 50 万円 
（補助率 2/3）  

【対 象】常時使用する従業員20人以下 

（商業サービス業 5 人以下） 

【公 募】第 7 回(R4 年 2 月 4 日締切) 

令和４年は複数回実施予定 

 

商工会 
おすすめ 

ポストコロナに向けた新たな取組みや、事業の持続的な発展、親族内や第三者への事業承継など、事業者が直面する課題解決に向けての支援策が、現在国から

多数打ち出されています。これらの補助金をあなたの事業に活かしてみませんか？ 補助金申請の作成は、事業の現状を分析し、事業の未来を検討する貴重な 

機会にもなります。中小企業診断士等の専門家派遣も組み合わせながら、認定支援機関の商工会が伴走支援しますのでまずはご相談ください。（無料） 

 

 今年取組みたいことは何ですか？ 

   新たな事業に挑戦 設備投資  販路開拓 事業の引継ぎ・譲渡 

【活用例】 

寝具店 →寝心地を計測するセンサー 

パン製造→アレルギー対応した給食用

パンのオーブン 

申請書作成のハードルは高いですが

大型の設備投資が出来ることで人気

の補助金。商業事業者の活用も増え

ています。直近採択率 50.3％（第７次

9/27 発表） 

 

【活用例】 

HP の開発・改良、広告用販促物の開

発（チラシ、パンフレット、のぼり

等）、設備・機械導入、店舗改装など 

販路開拓のためならアイデア次第で

様々な取組みが出来る魅力的な補助

金。申請書も A4 用紙５枚程度に簡素

化されてチャレンジしやすい。 

直近採択率 69.1％（第６回 12/22 発表） 

 

 

事業再構築補助金 
新分野展開や業態転換、事業・業種転

換、事業再編また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

構築に意欲を有する企業の挑戦を支援 

【活用例】 

レストラン→食料品小売業に業態転換 

観光バス事業→高齢者施設向けの送迎

サービスへ事業転換 

【補助額】通常枠（従業員 20 人以下） 

100～4,000 万円 
（補助率 2/3） 

【対 象】コロナ以前と比較した売上

減少要件あり 

【公 募】第 5 次（R4 年 1 月中旬開始） 

令和４年は複数回実施予定 

新型コロナ救済の目玉補助金。事務

所・店舗・工場などの建設・改修や機

械装置の導入などに利用可能。直近

採択率 44.4％（第 3 次 11/30 発表） 

 

事業承継・引継ぎに係る取組を 

年間を通じて機動的かつ柔軟に支援 

【活用例】 

・事業承継・引継ぎ後の新たな取組に 

関する設備投資等 

・事業引継ぎ時の専門家活用費用等 

・事業承継・引継ぎに関する廃業費用

等 

【補助額】 150～600 万円 
（補助率 1/2 ～ 2/3） 

 

【公 募】令和４年は複数回実施予定 

大きく２つのコースに分かれてお

り、①譲り受ける側が新たな取組みを

取り入れ、事業をよりよくしていく

【経営革新型】と、➁後継者がおらず

第三者に譲渡するための費用（M&A

仲介費用など）を補助する【専門家活

用型】があります。 

 

令和 3 年 12 月 20 日に令和 3 年度補正予算が決定し概要が公表されました。新たな給付・補助制度が計画されている中

で、特に強調されているのが「賃金引上げ」「カーボンニュートラル」です。 

岸田首相は賃金を引上げる事業者を積極的に後押しすることを公言しており、「事業再構築補助金」や「ものづくり補助

金」、「持続化補助金」では優先的に採択される特別枠が新たに設けられ、令和 4 年 4 月 1 日から（個人事業主は令和 5 年

から）は取組みに応じて最大 40％（大企業は最大 30％）税額控除の「賃上げ税制」も開始されます。 

もう一つの「カーボンニュートラル（脱炭素社会の実現）」、これは経済活動で排出される「温室効果ガス」の排出入を

プラスマイナスゼロにする取組みのことです。達成するためには排出量の削減とともに、植林や森林管理などで吸収量も

増やしていく必要があり、事業者等の間で排出量と吸収量をやり取りする「J-クレジット制度」なども整備されています。 

「SDGs（持続可能な開発目標）」に対する意識やコロナ禍を経て、国内でも企業の ESG（環境、社会、ガバナンス）への

取組みや地方移住に興味を持つ機運が高まってきています。今こそ庄原市の豊かな自然や基幹産業である農業を活かすビ

ジネスを考え、人材を確保し、持続的に発展できるチャンスなのかもしれません。            （山元） 

➀商工会の支援事例の発表 

②令和 3 年度補正予算の 

事業者向け施策の説明 

 

1月 31（月） 
19：00～20：00 

Ｚoomによるオンライン開催 

 

同封のチラシをご覧ください 

 

新年明けましておめでとうございます。 

 年頭にあたり、商工会員の皆様に謹んでご挨拶を申し上げます。 

 ご承知のとおり、令和２年の初めから新型コロナウィルスが発生し、昨年もおさまらず、また、年末には新たな変異株の発生と混

乱の中に過ごした方も多いかと思います。新型コロナウィルス感染拡大により、日本のみならず世界を取り巻く経済環境にも大きな

打撃は避けられず、厳しい経済環境がなかなか改善されない状況にあります。 

 しかしながら一方では、ワクチン接種が進み、感染者が少なくなり、緊急事態宣言がひとまず終わるなど、わずかながら明るい兆

しもあります。また、一年延期なりました東京 2020 オリンピック・パラリンピックが昨年開催され、無観客という異例の大会とな

りましたが、日本選手団の大活躍により史上最多のメダル獲得となり、多いに賑わい活気づきました。 

 こうした中ですが、中小・小規模事業者おいてはまだまだ厳しい状況下にあると認識しています。国や県の施策の円滑な推進に努

め、地域に寄り添った支援を行ってまいります。地域において商工会の果たす役割はますます大きくなっていくものと思われます。 

 備北商工会では、地域小規模事業者の持続的経営支援を目的とした「経営発達支援計画」に基づく「伴走型小規模事業者推進事業」

を平成２９年度から５ヶ年の計画として取り組んでおり、本年３月で完了となります。４月からは新たな計画により、経営発達支援

事業の目標として、ＩＴ・デジタル対応を促進することで競争力の向上、業務の効率化を促進し、収益力の向上を図り、多くの皆様

が生活の利便性を共有できる経済社会を構築し、デジタル社会への対応を促進していくことで、地域経済の衰退に歯止めをかけ、１

０年後も現状維持が可能な地域を目指して取り組んでまいりますので、引き続き皆様のご理解、ご支援をお願い申し上げます。  

 結びに、皆様にとりまして、本年がより良き年となりますことをご祈念申し上げ、新年の挨拶といたします。 

 

2022年注目👀のキーワードは「賃金引上げ」「カーボンニュートラル」 



●コロナ関連の支援金情報● 

事業復活支援金（経済産業省） 
地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5 か月分の売上高減少額を基準

に算定した額を一括給付 

【要件等】コロナの影響で、2021 年 11 月～2022 年 3 月のいずれかの月の売上

高が、2018 年 11 月～2021 年 3 月までの間の任意の同じ月の売上高

と比較して 50%以上または 30%~50%減少した事業者 

【給付額】（基準期間の売上高）-（対象月の売上高）× 5  

      基準期間とは「2018 年 11 月～2019 年 3 月」「2019 年 11 月～2020 

年 3 月」「2020 年 11 月～2021 年 3 月」のいずれか 

【上限額】 

 

 

 

 

 

中小事業者月次支援金（庄原市） 

コロナの影響により売上が落ちていながら、広島県や国が実施する月次支援金

等の売上減少率の要件を満たすことができなかった事業者を支援 

【要件等】・R３年５～1０月までの月別売上が、前年または前々年の同月比で

20％以上 30％未満減少した事業者 

     ・過去 3 年のうちいずれか 1 年でも確定申告における事業収入の額が

120 万円以上あること 

【給付額】上限 法人 20 万円／月  個人 10 万円／月 

R３年５～1０月までに、売上が減少した月の前年または前々年同月の

売上額から、売上が減少した月の売上額を差し引いた額の合計額 

【留意点】国や広島県の月次支援金、飲食店を対象とした協力支援金などと同じ

月を対象としての申請はできません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備北商工会 

8：30～17：15 

開所日 税理士相談日① 

14:00～16:00 

税理士相談日➁ 

14:00～16:00 

西城本所 ☎88-2904 月～金  2/18（金） ３/11（金） 

口和支所 ☎89-2325 月・水  3/7（月）  

高野支所 ☎86-2011 火・木 2/22（火） ３/10（木） 

比和支所 ☎85-2330 月～金  2/24（木） ３/9（水） 

総領支所 ☎88-2127 火・金  3/4（金）  

 

 

 

 

   
 

新制度が 

出来ました 

商工会では青色申告決算書、所得税・消費税確定申告書の作成支援を行って

います。完成した申告書は税理士がチェックを行い、e-Tax で代理送信してい

ます。今年も密を避けるため「予約制」とし、例年商工会に相談される方は、

指定日時に来所頂きますようご協力をお願いします。左欄記載「中小事業者月

次支援金」の申請をされる方は 1 月 20 日までにご連絡ください。 

また新規ご相談も受付けますのでお気軽にお問い合わせください。 

確定申告の準備はお早めに！ 

①給与支払事業者は年末調整を 

所得税、消費税はもちろん相続税、贈与税など様々な税のご相談に対し、税

理士が個別にお応えする無料相談会を実施します。ご希望の方は最寄りの本所

支所までお申し込み下さい（要予約・1 事業者 30 分程度）。 

➁確定申告相談を１月から受付けます【予約制】 

③税理士【無料】相談会をご利用ください 

高野支所 

口和支所 

総領支所 

は開所日に

ご注意！ 

源泉所得税（納期特例）の納付期限は 1 月 20 日（木）までです。 

また「給与支払報告書（源泉徴収票）」を各従業員の住所がある市区町村に、 

「法定調書」を税務署に提出しなくてはいけません。提出期限は、1 月 31 日

（月）です。商工会へご相談の際は税務署・市役所からの書類をご持参ください。 

 

申請開始時期は未定 
今後の発表に注目！ 

【申請期限】 
 1 月 31日（月） 

！ 

10 月 31 日（日）に国営備北丘陵公園里山の駅庄原ふらりにおいて開催された

「備北もんマルシェ・なみかマルシェ（主催：備北商工会 協賛：庄原市キャッ

シュレス決済推進協議会）」に、当会から 10 社を含む庄原市内 23 社が出展し、

約 3,200 名が来場され、完売となるブースが相次ぐなど大盛況に終わりました。 

当日は「なみか決済 3 店で 300Ｐ付与」「なみか決済レシート提示でガラポン

抽選」などのイベントも行われ、なみかの利用者は全体の 6 割、決済数 1,785

件、売上高は約 120 万円となり、事業者の売上拡大となみかの利用促進に貢献で

きたのではないかと思います。 

令和 4 年度には自治振興区でのボランティア活動にポイントが付くなど、買い

物だけにとどまらない「庄原密着型カード」としてさらに進化する予定です。加

盟店も随時募集していますのでぜひご検討ください。 （前田）                 

11 月 10 日（水）・11 日（木）に、福岡県の「マリンメッセ福岡」で開催され

た大規模商談会「FOODSTYLE Kyushu2021」に、当会から「総領こんにゃく

有限会社」「株式会社西城そば生産組合」「有限会社コニシ工業」「株式会社緑

の村（道の駅たかの）」の 4 社が出展されました。 

この商談会には 40 都道府県から 907 社が出展し、2 日間で約 15,000 社が来場。

当会から出店された 4 社も、自慢の逸品の試食・試飲を提供しながら積極的に商談

を進め、4 社合計で 109 社にアプローチし、8 件の商談成立を獲得されました。継

続商談中の交渉先も 35 社あり、商談会から帰られた後も継続して商談を進めてお

られます。 

参加企業の方々も大きな手ごたえを感じておられ、有意義な 2 日間でした。新 

たな需要の開拓に今後も継続的に商談会出展を計画したいと思います。(上田) 

 

備北商工会 
から 

４社出展！ 

開 催 

 

出 展 

 

備北商工会 

から 

10 社出展！ 

今年の「備北もん冬ギフト」は備北特産品 2 セットの他に、 

各社自慢の商品 8 セットを加えた合計 10 セットを販売。販売 

数は 780 個、300 万円超の売上となりました。多くの方々に 

ご購入頂き、このような素晴らしい成果をあげることができま 

した。この場を借りて厚く御礼申し上げます。 

今回は折込チラシを見ての新規客が 130 人超えするなど大変反響がありました。

その理由として、商品が魅力的だったこと、新聞折込を 2 回に増やしたこと、「チラ

シは写真が命！」撮影から文章まで職員全員で考え抜いた成果だと自負しています。 

どの商品も限定数に達することが出来き、中でも「備北特産品セット」、「特濃ミ

ルクの W ぷりん(モーモーあいすらんど)」「森のごちそうジビエ（白根りんご農園）」が

好評でした。決済方法では「現金」と「なみか」がほぼ同じ利用率となり、1 万円

プレミアムポイント期限後も「なみか」が定着していることを裏付ける形となりま

した。令和 4 年度もギフト事業を予定しています。補助金を使った商品開発からパ

ッケージ作成、販路開拓もぜひご相談ください。 （田辺） 

 

            （近江商人）  

 

 備北商工会に勤務になって丸 2

年が経過しようとしています。資

金繰りや補助金申請だけでなく、

矢継ぎ早に出てくるコロナ支援な

どもあり、仕事に勉強に大忙しの

日々でした。 

最近は直接相談を頂くことが増

え、少しずつですが信頼して貰える

ようになったかなと感じています。 

さらに労を惜しまず、広くアン

テナを張り、より充実した支援を

行いたいと思います。 （角田） 

 

 

 備北もん ギフトのご報告 コ
ラ
ム 

「今はできない」を 

「絶対できない」と 

間違えないよう日々精進 



 

 


