
 

 

 

 

 

新年あけましておめでとうございます。令和 3 年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 
昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、日本全体がコロナ対応に追われた 1 年間でした。3 月から全国のすべ

ての小学校・中学校・高校等が臨時休校になり、4 月には全国に緊急事態宣言が発令されました。 
広島県においても、4 月 22 日から 5 月 6 日の間、大規模店をはじめ様々な店に休業の協力要請がありました。春以降、

感染も一旦終息したかに思われましたが、夏に第 2 波、11 月頃から第 3 波で感染者が増加し 12 月 4 日には広島県警戒強
化宣言が出されるなど非常に厳しい状況となっています。当商工会におきましても、毎年、恒例となっておりました新年
互礼会も中止せざるを得なくなり、本当に残念に思っています。 

このような状況の中、会員の皆様におかれましても、厳しい経営状況に直面され大変ご苦労されて
いるところです。商工会としましては、昨年も地域で最も近い経済団体として国や県・町の補助金や
経営計画策定について会員の皆様の相談・支援を行ってまいりました。今年も新型コロナウイルス感
染症拡大の影響を受けている会員の皆様の厳しい状況は続くと予想されますが、皆様とともにこの難
局を乗り越えるために引き続き支援に努めてまいりたいと思います。 

今年は、商工会が数年前から要望してまいりました、光高速通信網整備事業の工事が本格的に進
み、2021 年中には完了する見込みとなっており、今後の通信の高速化に期待しています。 

終わりに、コロナ禍を契機にこの町で商工会の果たすべき役割は、ますます重要になってきていま
す。今後とも会員の皆様に寄り添った支援をおこなってまいりますので、より一層のご理解とご協力
をお願いします。本年はコロナが終息し、北広島町商工会員の皆様にとって大きな飛躍の年となりま
すことを祈念し、年頭のご挨拶とさせていただきます。 

令和 3 年 元旦 北広島町商工会 会長 砂原正則  

 

 

 

 

 

北広島町商工会新型コロナウイルス対策支援窓口 

毎週木曜日、第 2・第 4 火曜日に中小企業診断士や社労士資格者に商工会本所に常駐いただき、コロナ時代を乗り越える

ための事業計画策定支援や各種補助金の申請支援、施策活用の相談を受けていただいております。相談を希望される方は

事前に商工会までご連絡ください。 

マル経資金融資（日本政策金融公庫による小規模事業者経営改善貸付） 

無担保・無保証 融資限度額 2,000 万円 利率 1.21％（2021 年 2 月 1 日現在） 運転資金 7 年 設備資金 10 年 

対象者：1 年以上同一商工会地区内で事業を行っており、商工会の支援を６カ月以上受けている小規模事業者 

※利用には商工会（マル経審査会）の推薦が必要となります。 

さらに、コロナ禍により売上が減少している場合は『新型コロナマル経（別枠 1,000 万円）』が利用できます。 

売上減少等条件を満たせば 3 年間、基準金利（1.21％）から－0.9％されます。さらに、売上が 15％以上減少している場

合は期間中の残り０.31％についても利子補給制度が適用されるため、3 年間実質無利子となります。 

また、すでにマル経を利用されている方も資金繰りを改善する等目的に新型コロナマル経で一本化することも可能です。 

 

 

令和 2 年分の確定申告の提出期間は、令和 3 年 2 月 16 日（火）～3 月 15 日（月）、消費税につ

いては 3 月 31 日（水）までとなっています。 

納税の期限は原則、確定申告書の提出期限と同じ日までとなります。ただし、振替納税を利用し

ている方の振替日は所得税が 4 月 19 日（月）、消費税が 4 月 23 日（金）となっています。 

今回の確定申告に係る改正ポイント 

青色申告特別控除額 65 万円 ➡55 万円に引き下げ 

ただし、e－TAX で提出する場合は通常通り 65 万円控除が適用されます。 

給与所得控除額           ➡一律 10 万円引き下げ 

公的年金等控除額       ➡一律 10 万円引き下げ 

基礎控除額     38 万円 ➡48 万円に引き上げ 

 配偶者（特別）控除が受けられる所得の範囲  

年間の合計所得（38 万円～123 万円以内）➡（48 万円～133 万円以内） 

 

  
令和 3 年 2 月発行 

  

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける事業者の方に国・県・町の行政の実施する支援制度、厚生労働省管轄の助

成金、経済産業省管轄の各種補助金や給付金、政府系・民間金融機関の実質無利子の融資制度など多くの施策が打ち出

されています。自社の状況にあった制度を活用してこの難局に立ち向かっていきましょう！！ 

 

 

～商工会の新型コロナウイルス対策事業～ 

令和 2 年分の確定申告にむけて（改正ポイント） 



頑張る飲食事業者応援事業【制度調整中】 

広島県と市・町が連携して売上が減少した飲食店等を支援する施策 

【対象者】売上が減少した飲食店等 【支援額】１店舗 30万円 

【要 件】①令和 2 年 12 月又は令和 3 年 1 月の売上が前年同月比 30％以上減少していること。 
②「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」で適切にアクリルパーテーションなどで感染予 

防対策をとっていること。 

※既出の情報によると、申請には、売上台帳の確認と②の宣言店となっていることが条件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

期間 １/１８（月）～当面，２/２８（日）まで 

場所※1 

① 中央新天地集会所（広島市中区新天地 7-9） 

② 広島西飛行場跡地（広島市西区観音新町） 

③ 【移転】賀茂環境センター 

（東広島市黒瀬町国近 10427 番地の 2424）※2 

④ 旧新浜浄化センター跡地（福山市新浜町 2 丁目 3-1） 

⑤ みよしまちづくりセンター 

（三次市十日市西六丁目 10 番 45 号） 

検査時間 ①～②：11 時～17 時（休日を含む） ③～⑤：11 時～16 時（休日を含む） 

対象者 

◇県内全域（23 市町）の以下の施設等における従事者，従業員及びその関係者※3 

・高齢者施設（事業所）・飲食店 ・障害者（児）施設・事業所 ・消防署の救急隊員 

・医療機関 ・廃棄物処理業 ・理美容業・鍼灸マッサージ業（はり師，きゆう師，あん摩マッサージ指圧師） 

◇二週間以内に広島市内の酒類提供時間の短縮を要請している地域の飲食店で飲食した方 

（県内在住者に限る） 

検査内容 唾液を使った検査。所要時間 10～15 分程度（個人差あり） 

検査料 無料 

予約受付時間 10 時～17 時 

予約受付 

〈全検査場共通〉 

080-9937-0003，070-1543-0351，080-3544-7962，080-2548-7816 

080-2548-7815，080-4367-7869，080-8335-5982，080-9937-4564 
070-7018-4547，070-5075-4430，080-4942-7597，070-1890-1259，070-1909-7191 

検査結果 

連絡方法 

陽性者：原則翌日に電話連絡 

陰性者：県ホームページで確認していただく（電話連絡なし）※4 

検査における 

注意事項 

○必ず事前に，予約受付に電話して，検査の時間の予約が必要です。 

○予約時，①希望会場，②名前，③連絡先，④受検人数，⑤対象かどうか の確認を行います（個人

情報は，この検査の実施に係る業務にのみ使用し，厳重に管理します）。 

○検査を受ける 30 分前から，飲食，うがい，歯磨きは禁止です。 

 

※１ ①はウォークイン型（駐車場無し），②～⑤はドライブスルー型 
※２ 1/17（日）までは，東広島市総合福祉センター駐車場（東広島市西条町土与丸 1108 番地）で実施 

※３ 関係者とは，従事者・従業員の家族，取引等で出入りする者などを指します。 

※４ 全施設における陽性者への連絡が終了した時点で，県ホームページに，「○月○日検査分の陽性者への

連絡は終わりました。その他の方は全て陰性です。（仮）」と掲載します。 

PCRセンターの全県展開について 

県内新規感染者数は依然高い水準にあり，特に医療施設及び介護施設等における新型コロナウイルスの

感染が増加しています。 

感染拡大を早期にくい止め，医療従事者等の受検機会をさらに拡充するため，県内に設置しているＰＣ

Ｒセンターの対象地域を全県に拡充し，対象者は全５施設のうち,いずれの施設において
も受検可能な体制を整えます。 



 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
行政と共働！アトリウム deマルシェ ※出店事業者随時募集中 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北広島町内周遊者向け観
光案内アプリ『きたこい
ナビ』サービス終了につ
いて。 
 

平成 28 年より国の経営発達

支援計画（5 年計画）の認

定を受け、地域内観光スポ

ットと地域内小規模事業者

情報を提供するスマホ・タ

ブレット端末ダウンロード

アプリ『きたこいナビ』の

運用・保守を実施しており

ましたが、当初 5 カ年計画

の期間満了に伴い、令和 3

年３月をもって終了するこ

ととなりました。今後も時

代に沿った個社支援施策を

行ってまいりますので今後

ともよろしくお願いいたし

ます。 

北広島町の防災情報やお役立ち情報をスマホで受

け取れるアプリができました！是非ダウンロード

をお願いします。お問合わせは北広島町役場危機管

理課まで。TEL 050-5812-1819 

特産品製造事業者を応援！きたひろしま特選夏ギフト・冬ギフト事業 

 

商工会では町内産品の普及と販路拡大を目的に夏と冬に町内事業者
の特産品を詰め合わせたギフトセットを販売しています。Ｈ27 年には
夏冬合わせて合計 107 セットという販売数でしたが、年々販売数を増や
し、今年度は夏ギフト 152 セット、冬ギフト 153 セットで合計 305 セ
ットの販売につながりました。参画事業者の方と一緒に梱包・発送作業
を行い、みんなで作り上げた北広島町自慢のギフトセットをお届けしま
した。 

 ギフトを贈られた方からのアンケート結果も好評で、「ふるさとが懐
かしくなった」、「生涯に一度でも北広島町に訪れてみたくなった」、「い
ろいろな商品があって開けた瞬間に嬉しくなる」など嬉しいコメントを
多数いただいています。特に飲食店や特産品製造小売業は新型コロナウ
イルスの影響を大きく受けている事業者が多い為、今後も引き続き特産
品ギフトセット事業を通じて応援していきたいと考えています。 

毎週水曜日の 11 時 45 分から役場本庁の玄関（アトリウム）を開放していただき、会員事業所の飲
食店や仕出し店のお弁当、パンや菓子を販売させていただいています。販売されている事業者の方
は、売れ行き等をみて、女性客用にサイズを変えたり、しつらえを変えたり、地域内で店同士のコラ
ボレーション、男性向けのがっつり大盛弁当を作ったりと工夫を凝らして参加いただいています。 

利用者は役場の方だけでなく、周辺の事業者や住民の方にもご利用いただいており、「普段行きたく
ても遠くてなかなか行けないお店も来ているから嬉しい」と大好評！  

※2 月 7 日までの広島県の新型コロナ感染拡大防止集中対策期間中は休止としています。 
出店者の方からは、参加したことで、その場の売上だけでなく、他地域の新規顧客獲得につながった

り、お店同士の情報交換もできるのでとても良い企画をしてもらったとお声をいただいています。この
企画に興味をお持ちの方は商工会・北広島町役場まちづくり推進課までご連絡ください。 

 



 

 

 

 

 

12 月 4 日（金）、北広島町商工会商業部会の視察研修を行いました。

例年は親睦を兼ねて町外での研修旅行を実施してきましたが、今年は

新型コロナウイルス感染症の影響で開催中止も視野に入れて検討して
いましたが、「こんな時だからこそ！」と新型コロナウイルス感染症の

影響を受けている飲食店や観光関連事業所を応援するとともに、町内

で頑張っている事業者の商品や取組みを知ってもらうことを目的にと
した町内事業所を巡る視察研修旅行を企画しました。 

 また、北広島町商工会では来年から始まる 5 年間の「経営発達支援

計画」の中で「酒」を基軸とした関連事業者の重点支援による地域へ
の波及効果を目指すこととしています。 

 今回の視察研修は、町内の酒蔵を巡りながら、地域の料理や菓子とのマリアージュ（組み合わせ）を味わ

うという経営発達支援計画にも通じるプレイベントにもなりました。 
 視察先は豊平の「どんぐり荘」、芸北の「大暮養魚場」、「民宿タニモト」、「山奥の料理屋 大仙」、「あるぺ

ん屋・八幡高原酒造」、大朝の「ホッコーワイナリー」、「福光酒造」の 7 事業所を 1 日に巡る、盛りだくさ

んの内容で、参加いただいた会員の皆様から大変ご好評をいただきました。 
今回の視察研修の目玉は、なんといっても北広島町の地酒と町内の食のマリアージュ!今回は、きき酒師の

資格を持つ「ギフトショップ大朝かけや酒店」の加計智紹さんが視察先の酒造会社と飲食店等で提供する酒

と食材の組み合わせの調整、研修当日も各視察先でお酒についての説明と食材とのマリアージュについて説
明を担当していただきました。その他にも、役場や観光協会、地域おこし協力隊の方にも参加いただき、情

報共有を図るとともに、きたひろネットからも取材のため研修に同行いただきました。その様子は北広島町

商工会ＣＡＴＶ番組「とことん！商工会」で放映され、多くの住民の方にも知っていただくことができたと
思っております。 

また、この研修旅行の様子は youtube 北広島町「勝手に観光ＰＲ」モ～列！！愛チャンネルで

もみることができます。（右のＱＲコードからご覧いただけます。） 
地域のお酒と食材の素晴らしさはもちろん、マリアージュによる新たな可能性を感じることのできる良い

視察研修となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どぶろく（朝光・鬼吉川）・葡萄酒 

麻婆豆腐（からしろ茶屋 大塚達哉） 

＠福光酒造 

ワイン（山紫野・林檎ワイン他） 

シャンパン（カントリージェントルマン） 

切干大根・ブラウニー 

＠からしろ館（ホッコーワイナリー） 

どぶろく八幡（八幡高原酒造） 

林檎タルト・くるみのケーキ（お菓子工房尋） 

＠あるぺん屋（八幡高原酒造） 

 

豊平そばＢＥＥＲ（どんぐり荘） 

芸北冷燻サーモン（大暮養魚場） 

＠大暮養魚場 

どぶろく谷川（火入れ前後飲み比べ） 

アジフライ・鰆の西京焼き 

＠民宿タニモト 

長笹アップルビール・老新坊（小野酒造） 

大仙名物から揚げ・刺身他 

＠山奥の料理屋大仙 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

中小企業・小規模事業者向けの相談窓口⇩⇩ 

広島働き方改革推進支援センター（相談無料） TEL0120-610-494 

働き方改革全般の相談をはじめ、就業規則の作成や賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用等
について社会保険労務士等の専門家に無料で相談できる窓口となっています。 

新型コロナウイルス対策支援施策の最新情報をチェック⇩⇩ 

経済産業省新型コロナウイルス感染症関連（経済産業省の支援策一覧） 

給付金や持続化補助金、ものづくり補助金、IT 導入補助金など 

 

 

広島県新型コロナウイルス感染症まとめサイト（事業者向け情報） 

飲食関連事業者の「広島積極ガード店」、「新型コロナウイルス感

染症対策取組宣言店」パーテーション設置補助金などはコチラから

申請できます。 

 

 

 

 

きたひろ本地ふぁーむ  島津ロセフェ さん 養鶏・鶏卵販売業  
室  高夫   さん 建築業（大工） 

中 村 林 業  中村 修也   さん 林業 
北 広 島 林 業 角森 奨太  さん 林業 
三戸興業株式会社 三戸 信夫  さん 建設業 
濱田屋酒店    濱田 清信  さん 酒類小売販売業 
コルビジェ    蔵升 章子  さん 古物商・喫茶店 
令和 2年 10月 23日開催の第３回理事会で加入承諾された方まで 

北広島町商工会（本所） 

〒731-1533 

広島県山県郡北広島町有田 1234-1 

ＴＥＬ：0826-72-2380 ＦＡＸ：0826-72-5770 

大朝支所 TEL050-5812-2576 FAX0826-82-2890 

豊平支所 TEL050-5812-4036 FAX0826-83-0318 

芸北支所 TEL050-5812-2633 FAX0826-35-0184 

ＵＲＬ：http://www.kitahiroshima-sci.com/ 

商工会ＨＰと Facebook で旬な情報をお届け！ 

ページへのイイねをお願いします。 

Facebook ページ➡➡➡➡ 

 

メリット 

非正社員の待遇への納得感を高めることができる 
➡同一労働同一賃金のルールの導入により、非正社員の待遇が向上し、非正社員の納得感が高まると

いうメリットが考えられます。非正社員に正社員と同等の賃金を支給するケースでは、非正社員に

対し、正社員と同等の責任感を求めていくこととなります。 
キャリアアップしたい非正社員にも活躍の場を与えられる 

➡正社員を同様の仕事をする非正社員については、正社員と同等の人事考課、昇給の対象とし、ま

た、正社員と同等の教育訓練の機会を与えてキャリアアップをさせていくことになります。 

デメリット（リスク） 

人件費負担が大きくなる可能性がある 
➡原則、非正社員の賃金を上げる方向となります。人件費の負担増を避けるためにはシステム化や IT

化に取り組み、単純作業を減らすことや業務内容や責任を明確にする必要があるかもしれません。 

人手不足への対応が必要になる 
➡パート社員の中には配偶者の扶養に入ることができる年収の範囲内で仕事をしたいと感がいている

人もいます。この場合、同一労働同一賃金のルールにより時給単価が上がった場合は、人手不足が

起きる可能性があります。 

 

「同一労働・同一賃金の義務化」は、働き方改革関連法改正の
なかで 2020 年（中小企業は 2021 年 4 月）からの定期用項目。 
 
同一労働・同一賃金とは、パート社員、契約社員、派遣社員に
ついて、正社員と比較して不合理な待遇差を設けることを禁止
するルールです。 
企業は手当の見直しや賃金規定の改定などの対応が必要となり
ます。現時点で、正社員と契約社員やパート社員の待遇に格差
があり、それが同一労働同一賃金のルールに違反すると判断さ
れる場合は、企業は契約社員やパート社員の待遇を見直すこと
が必要となります。 

同一労働同一賃金って

どういうこと？ 

新 規 商 工 会 員 さ ん の ご 紹 介 
～これからよろしくお願いします～ 

今年も会員の皆様のため、一丸となって頑張ります！ 

北広島町商工会職員一同 

http://www.kitahiroshima-sci.com/

