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（今治市大西町九王）
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瀬戸内海のビュースポット
鴨池海浜公園

○令和４年度商工会役職員研修

今治市大西町にある鴨池海浜公園
は、映画「がんばっていきまっしょい」
のロケに使われた公園です。
延長８００メートルの砂浜に隣接
し、駐車場、トイレ、シャワー施設、
芝生広場等が整備されています。
瀬戸内海国立公園にも指定された
風光明媚な海岸で、夕陽のビュース
ポットとしても知られておりキャン
パーの人気スポットとなっています。
また、キャンプ場からは、中世、
け しま
戦国時代来島水軍の水軍城跡・怪島
を遠くに望むことができます。
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全職協上期研修
愛南町取組事例発表
６月 日（金）、東京都ホテ
ルアジュール竹芝にて全国商
工会職員協議会上期研修が開
催され、各ブロックによる取
組事例発表が行われました。
中国・四国ブロックからは愛
南町商工会の富岡由紀支援員
が 出 場 し、「 全 力 愛 南 ラ ブ・
愛南町の魅力を最大化！～域
外需要を取り込め！地域ブラ
ンディングの取組～」のテー
マでＡＩＮＡＮ ＳＴＡＮＤ
などチーム愛南の取組につい
て、全国へ発信しました。

知的財産に関する中小企業向け支援策のご案内

特許庁では、中小企業・小規模事業者における知財および海外展開に関する
各種支援策を２種類のガイドブックにまとめています。

知財支援策まる分かりガイド

海外展開支援策まる分かりガイド

経営に活かすための支援メニューとして、アイデ
アなどを権利化したい方、取得した権利やノウハウ
を活用したい方向けに様々なテーマに応じた相談窓
口や特許料減免等施策を一覧にまとめています。

海外における知財活動として、情報収集から権利
化までの支援策（情報収集ツール、外国出願補助金、
模倣品対策支援、海外知財訴訟費用保険など）の概
要のほかに取組事例をまとめています。

国の実施する支援制度を活用しましょう

日
（土）
に、各商

令和４年度 商工会役職員研修を開催！
去る６月

部員・職員等の約３００人の

とを述べられました。

参加をいただき商工会役職員
小企業者が持続的に発展して

工会の役員・青年部員・女性

研修を開催しました。
いくためにはデジタルを活用
した業務効率化や生産性の向
上に対応できる人材の育成が
求められている等と熱く語ら

講師には、全国商工会連合

のヒントを得られることがで

が考えること」をテーマに講

演をいただきました。
講演では、越智氏は広島県
江田島市で建設業を営んでお
り、過去に資金繰りに窮した
時期があるが、商工会の支援
を受け経営計画書を作成し、
銀行からの融資を取りつけ危
機を脱することができたとい
う自身の経験を交えながら、
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れました。
今回の研修を通じて、参加

会越智俊之未来創造本部長を

きたのではないかと思います。

者は今後の経営の在り方やデ

招 き、
「地域創生について私

越智 俊之 氏

地域の発展に大きく関わる小

研修の様子

ダウンロードは
こちら➡

ダウンロードは
こちら➡
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規模事業者や中小企業者の支

富岡由紀支援員
ECサイト
AINAN STAND
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商工会「クラウド会計」で経営の効率化と合理化を

商工会の新しい記帳システム
「商工会クラウドＭＡ1」が
スタートしました！
「商工会クラウドMA１」は小規模事業者等の経営力強化（業務・会計の
DX化、キャッシュレス化推進等）を目的に、全国商工会連合会、ソリマチ
株式会社の相互連携により推奨する記帳システムです。
新たにクラウド会計の導入をご検討の事業所様におかれましては、業務
の効率化を目指す機会として、是非ご検討ください。

システム/MA1商工会エディション
動作環境/Windows11, 10, 8, 7
そ の 他/個人･法人･NPO法人･介護事業所
工事台帳･農業申告対応

商工会クラウドＭＡ1の特徴
POINT１

POINT２
POINT３
POINT４

「高速性」を重視した操作

 インターネットに接続するのは会計データ連携時のみ。通常利用では、インターネット環境による
影響を受けず、操作速度が変わりません。

誰でも使いやすい会計ソフト

業種にあった科目を自動設定できます。

税制・法令改正の対応も万全

最新の法令に対応し、自動アップデートされます。

電子帳簿保存法に対応

充実したサポート体制で安心

 電話サポート、②メール・FAXサポート、③リモートサポート、④チャットサポートをご利用いた
①
だけます。

商工会クラウドＭＡ1と合わせて利用可能な無料ツール
各ツールのデータは自動アップロードされ、商工会クラウドＭＡ１と連携できます。
Web記帳アプリMR１は、利用端末を問わず（WindowsPC、MAC、タブレット、スマホ）、
Webブラウザから現金出納帳等の帳簿を入力・確認できます。
Money Link（マネーリンク）は、銀行・クレジット・電子マネー等の各金融機関（全国3,368
件対応）の明細を取り込むことができるフィンテックツールです。学習機能を搭載しており、
自動仕訳を行います。
タブレット会計は、手軽に仕訳登録が行えるタブレット端末用会計アプリです。インターネッ
ト環境があれば、外出先等で出納帳や試算表が確認できます。

令和５年10月１日よりインボイス制度が始まります！
「適格請求書」＝インボイスとは、取引の時、必要なものを購入する買い手と、それを売る売り手でやりとりします。
これは物品だけでなくサービスなども含まれます。
インボイス制度は、この書類を発行または受け取って保存をするルール「適格請求書保存方式」のことです。
買い手は、インボイスがないと消費税の仕入税額控除が受けられません。インボイスに必要な事項が記載されている取
引相手の確認を受けた仕入明細書等を保存することで仕入税額控除が受けられます。インボイスは税務署に登録した課税
事業者である「適格請求書発行事業者」（インボイス登録事業者）のみ発行が可能です。
【インボイスってうちにも関係ある？ 何が変わる？】
①取引先との関係 課 税事業者である企業や個人事業主との取引時に
インボイスの発行を求められることがあります。
②売上高の減少
登 録事業者とならない場合は、取引先から消費税
分をもらえなくなったり、取引そのものが縮小し、
売上が下がる可能性があります。
※詳細は、「インボイスの手引き」をご確認ください。
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詳細はこちら
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デジタル時代を乗り切る新たなビジネスモデル

自社ネットショップ展開や
SNSを活用したい皆様へ

無料オンラインセミナー開催

ネットショップの立ち上げ方から、集客アップの方法、売れるためのサイトづくり等の基本的な考え方について
オンライン（無料）で学ぶことができます。

□ セミナー等実施内容
セミナー
テーマ

ECサイト
カラーミー
ショップ

ECサイト
メルカリ
ショップ

ECサイト
BASE

概要

EC運営の基礎
的 な 考 え 方、
ほかカラー
ミ ー ショップ
の機能紹介

EC運営の基礎
的 な 考 え 方、
ほかメルカリ
ショップの機
能紹介

10/18(火)

9/22(木)
11/25(金)
R5/1/26(木)

日程

ワーク
ショップ
コース

概要

日程

ブランディング

商談会

商品開発

EC運営の基礎
的 な 考 え 方、
ほかメルカリ
ショップの機
能紹介

商品の魅力を
伝えるための
工夫や考え方

見本市出展
（BtoB）ま で
のプロセスや
考え方

ネットショッ
プで売れる商
品の開発方法
や考え方

9/7(水)
11/2(水)

9/2(金)
9/9(金)
9/16(金)
9/26(月)
9/30(金)

EC家庭教師

ネットショップ運営の基礎から運用方法までを
トータルサポートするワークショップ
(１コース全８回※共通内容）
〈Aコース〉
9/6(火)
9/13(火)
9/20(火)
9/27(火)
10/4(火)
10/11(火)
10/18(火)
10/25(火)

〈Bコース〉
9/7(水)
9/14(水)
9/21(水)
9/28(水)
10/5(水)
10/12(水)
10/19(水)
10/26(水)

〈Cコース〉
10/20(木)
10/27(木)
11/4(金)
11/10(木)
11/17(木)
11/24(木)
12/1(木)
12/8(木)

〈Dコース〉
10/24(月)
10/31(月)
11/7(月)
11/14(月)
11/21(月)
11/28(月)
12/5(月)
12/12(月)

商品開発

概要

商品開発関連の
質問会

SNS関連の
質問会

日程

9/8(木)
10/6(木)
12/7(水)
R5/1/11(水)

8/24(水)
9/28(水)
10/28(金)
11/22(火)

SNS活用

・講
師 ネットショップ運営等に関する専門講師
・開催時期 令和４年７月～令和５年１月
・受講方法 各自オンライン
・時
間 各回90分
※時間帯等詳細は下記サイトからご確認ください。

QRコード（全国商工会連合会の販路開拓サイト「CANVAS」）を開き、
イベント（セミナー・ワークショップ・質問会）の該当ページの申込リンク
からお申し込みください。
お問い合わせ：愛媛県商工会連合会
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11/9(水)

質問会
テーマ

□ セミナー等詳細・申込方法

主催：全国商工会連合会

9/21(水)
10/5(水)
10/19(水)
11/1(火)

セミナー等の詳細
お申込みはこちら

経営支援課

経営改善普及グループ

ＥＣサイトを活用した販路拡大へ

□ どうやって集客・売上をあげているの？
✓
✓ EC（ネットショップ）って開設すべきなの？
□
✓ 開設検討中だけど、どのようなツールがよいの？
□
✓ 商品の魅力ってHPや写真でどう伝えたらよいの？
□
✓ SNS活用ってどのような方法があるの？
□

2022/9

えひめ

商工会
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だより

小規模事業者持続化補助金
【支援概要】
小規模事業者が直面する制度変更等（働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度）に対
応するため、経営計画を作成し、計画に基づいて行う販路開拓等の取組の一部が補助されます。
申請に際しましては、最寄りの商工会へご相談ください。

ＨＰ作成サービス「グーペ」を活用した情報発信力強化へ

【補助上限と補助率】
類

型

通常枠

補助率

2/3

補助上限

50万円

賃金引き上げ枠
2/3

（※）

200万円

卒業枠

後継者支援枠

創業枠

インボイス枠

2/3

2/3

2/3

2/3

200万円

200万円

200万円

100万円

※赤字事業者は補助率3/4

【締切日】 第９回受付締切分：令和４年９月20日（火）
第10回受付締切分：令和４年12月上旬予定
公募要領
QRコード

【公募要領URL】 https://ehime-sci.jp/pickup/822/

自社のHPを作成して
情報発信力を強化したい皆様へ

～無料HP作成サービス
「グーペ」
〜

HP作成コンテスト開催のお知らせ

愛媛県商工会連合会では、全国商工会連合会が推奨する操作面・コスト面で優れたHP作成ツールの普及を
通じ、会員事業者の売上増加（D２C）や企業イメージ向上等の支援力強化を図ることを目的とし、HP作成コ
ンテストを開催します。なお、コンテストやオンライン研修会については、只今準備中であり、追って本会
HP上にてご案内します。
〈HP作成コンテストの参加対象者〉
・新たにグーペHPを作成される方
・すでにグーペHPを利用中でブラッシュアップを図りたい方
〈HP作成コンテストの実施スケジュール（予定）〉
・コンテスト導入研修会
日時：令和４年10月11日（火）
午後
場所：松山市内 内容：HP作成・ブラッシュアップの方法
・コンテスト
日時：令和５年１月18日
（水）
午後
場所：松山市内 内容：サイト発表、審査、好評
〈その他研修会〉
グーペのサービス機能全般に関するオンライン研修会を４回実施予定

サービス機能の
紹介はこちら
（グーペHP）

商工会における事業承継支援のご案内
商工会では、中小企業・小規模事業者の事業承継の問題点をお聞きしながら
専門家とともに、事業承継計画の策定や後継者マッチングを支援します。
詳細はこちら

詳細はこちら

バトンズならびに
東京海上日動との
連携支援➡

日本政策金融公庫
との連携支援➡
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ＨＰ・ＥＣ構築ツールを利活用し、販路開拓しましょう

【取組内容】
ＨＰは東温市商工会の支援
山元

美奈

愛南町中川１９７０の１

代表

ｔｋｔｋ４（テケテケフォー）

クセサリーの魅力を情報発信

式アカウント）を活用し、ア

のほか、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ公

ら、自らが作成しました。そ

町商工会の支援を受けなが

ＨＰとＥＣサイトは、愛南

【取組内容】

Ｄ２Ｃ展開事業者のご紹介 ～ＥＣサイトの活用～

青のヒーリン グ テ ィ ー
ふうりんファ ー ム
を受けて作成し、バタフライ

山下 建子

代表
ピーの魅力を情報発信中。
「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」（ア
カウント名：＠ｆｕｕｒｉｎ
ｐｌｕｓ）を通じてお買い求

中。
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め い た だ け ま す の で、 メ ッ

ドライハーブ（バタフライピーの花）
グラム売りのほかにティーバッグも販売中

「自社ＥＣサイト」からお買
い求めください。

【新商品】タッセルピアス
小さな花とキラキラ光るビーズが特長

セージをお送りください。

【企業概要】
当社は、女性向け輸入アク
セサリーのネット専門店とし
て本年１月に開店しました。
代表の山元さんは、創業に
あ た り、「 女 性 に は ア ク セ サ
リーを気軽に身に着けて日々
を明るく過ごしてもらいた
い」という想いがありました。
全商品を海外から輸入し、
ユーザーが毎日の気分に合わ
せて使い分けやすいよう、

品種１５０アイテムをお求め
やすい価格で販売しています。

「カラーミー
ショップ」
をご利用

東温市松瀬川１３ ２ ２

【企業概要】
当社は、代表の山下氏が耕

作放棄地約１千平方㍍にて、

バタフライピー（ハーブの一

種）を農薬・化学肥料不使用
で年間 万輪栽培しています。
バタフライピーの鮮やかな
青色の花には、アントシアニ
ンが含まれており、栄養豊富

月の収穫作

で美容や健康への効果が期待
できます。
例 年 ８・９・

業には、地域の方々にも協力

10

していただいています。

ＨＰ
自社ECサイト

ＨＰ
Instagram

12

【人気商品】miniピアス
今人気のチェーンドロップを使用

15

ヒーリングティー（バタフライピーの花）
青の美しさを見て、飲んで癒やされます
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2022年版中小企業白書・小規模企業白書の概要
2022年版白書では、新型コロナウイルス感染症の流行や原油・原材料価格の高騰等の外部環境に直面する中小企業・

小規模事業者の取組状況を分析するとともに、事業者の『自己変革』をテーマに、どのような取組が必要なのかにつ
いて分析しています。

中小企業・小規模事業者の事業動向

１．外部環境
◦倒産件数は資金繰り支援策などの効果もあり、57年ぶりの低水準となったものの、休廃業・解散件数
は、民間調査が開始された2000年以降で過去３番目の高水準となっている。

◦宿泊業をはじめとする各業種において感染症流行前と比べて借入金月商倍率が上昇しており、借入金
の返済余力が低下している可能性がうかがえる。

◦依然として人手不足の状況が見られる一方、最低賃金は継続的に引き上げられており、2020年を除き、
近年は引上げ幅も大きくなっている。
◦仕入価格の上昇を販売価格に転嫁できていない傾向にある。

２．取組状況
◦事業継続計画（BCP）の策定はわずかに増加しているものの、依然として半数近くが未策定。
◦年齢の高い経営者の比率は高まっており、事業承継は引き続き社会的な課題となっている。
◦中小企業におけるM&Aは増加傾向にあり、後継者不在企業の割合は低下している。
◦近年、中小企業においても、SDGsの取組への意識が高まってきている。

◦デジタル化の優先順位は感染症流行前から現在に至るまで毎年徐々に高まっている。

３．中小企業における足下の感染症への対応

中小企業・小規模事業者の『自己変革』への取組

国の施策動向を把握し、経営に役立てましょう

白書には数々の事例が掲載されていますので、詳しくは中小企業庁のHPをご覧ください。

◦今後の経営上の不安要素として、
「原材料価格・燃料コストの高騰」や「人材不足・育成難」を挙げ
る割合が上昇。経営基盤の強化に向けた注力分野としては、「人材の確保・育成」などの割合が上昇。
◦感染症下において事業再構築を行い、既に売上げ面での効果を実感する企業も存在。また、早期に取
り組んだ企業ほど既に効果を実感している。

４．企業の成長を促す経営力と組織
◦無形資産投資の一つであるブランド構築は、オリジナルの付加価値を有し、適正価格を付けられる価
格決定力を持つことが考えられる。
◦中小企業が重視する経営資源は「ヒト」であり、従業員の仕事に対する意欲向上の観点からも、従業
員の能力開発に取組むことが重要。

５．小規模事業者における事業見直し・地域課題の解決
◦事業見直し時に様々な課題にも直面する中、支援機関による助言は重要な役割を担う。

◦地域課題の解決の検討に際しては、支援機関のネットワーク・ノウハウを活用することが重要。

６．共通基盤としての取引適正化とデジタル化、経営力再構築伴走支援
◦コスト変動への対応だけでなく、賃上げといった分配の原資を確保する上でも、取引適正化は重要。

◦デジタル化の進展に取組み、最終的には新たなビジネスモデルの確立に繫げることを目指すことが重要。

◦経営者自らが自己変革を進めるためには、支援機関との対話を通じて経営課題を設定することが重要。
中小企業庁HP

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/
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No.321

えひめ

商工会

2022/9

だより

松山支社

TEL（089）913-8780

商工会では
□ 下請法
□ 消費税転嫁対策
特別措置法
□ 独占禁止法
の相談を
受け付けています！
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こんなときは…
✓ 下請取引のトラブル
□
✓ 消費税の転嫁拒否
□
✓ 取引先の販売価格への関与
□

⬇

まずはお近くの

商工会へご相談ください！

経営に役立つ各種共済に加入しましょう

独占禁止法相談ネットワーク

